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多數の實例をあげて敎へる。詳細な索引兼用目次 

附。止に書翰百科辭典の觀を備へてゐる

☆ ゝ •
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萬國音標文字を用ゐて,新しい音聲爭の立場から 

エスペラントの發音を論じたもので，本書一册で,

☆
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城戶崎益敏編 

エスペラント文例集 
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動詞,形容詞,助辭のうち日常最も多く用ゐられる 

重要な單語720語を選び，これに譯語を與へ,多く 
の造語例,使用文例を添へたもの,和文エス譯,自由 

作文等の參考言として學習者の座右に必要のもの 

☆

上記厂エスペラント文例集」と同一内容をカード 

にしたもの。單語諳記上最も効果的。

☆

下村芳司著

•・:新 撰

エスペラント手紙の書ヨ方

岡本好次＜ 

エスベラント發音硏究

音上の疑問はすべて解け去る。

ザメンホフ著•岡本好次譯 

リングヴィ。レスポンドイ 
菊半截122ベイヂ• £〇錢•送料6錢 

ザメンホフがエスペラントの言語的質疑に答へた 

ものをあつめた，エスペランチスト殘らず備へて 

おかなければならない''Lingvaj L espondoj "の 

和譯と，それに増補を加へたものである。
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エスペラント

四月號

高等學力檢定模擬試驗問題

高等試驗準備として大阪エスペラント會では3月14日よ 

り5回問題をだすが,以下はその第1回分である。これがそ 

のまま,試驗問題の標準になるとはかぎらないが,およそ, 

その程度が豫測できるとおもう。ここに,これを揭げたのは, 

受驗者の準備のためとしてのみでなく,一般エスペランティ 

ストが自分の實力を知ることにも役立つであろうと考えてで 

ある。

• ・澤 議

La vivo de virino estas eterne brulanta amo, diras unuj. 

La vivo de virino estas sinoferado, certigas aliaj. La vivo 

de virino estas patrineco, krias parto da homoj. La vivo 

de virino estas blinda kredo, hore konsentas ĉiuj.

作 文

大山君は熱心なクリスチャンでね。日曜日に試 すると言

ったら,私は日曜は敎に行かねばなりませんから.落第し 

ても試驗は受けませんと言ったくらいの熟情家だった。

文 法

目的格はどんな場合に用いられますか? 場合全部を個條 

書にして,例を一つ于つつけてください。

常 議

日本エスペラント大舍はなにをするために行われるのです 

か?



伙:

Speciala Sekcio
por

Osaka Esperanto-Societo
Por memori la okzontan kongreson, la redakcio 

proponis parton de tiu ĉi numero al Osaka Esperanto- 
Societo, la invitanto de la Kongreso, por ĝia dispono. 
La komitato de la dirita societo bonvolis akcepti la 
proponon, kaj liveris al ni la jenajn variajn manu・ 
skriptojn. Ni kore dankas al la komitato, kaj ni 
kredas, ke la sekcio multe interesos la legantojn.

La redakcio de la Revuo Orienta

☆

川崎直一

大阪の歷史の讀みかた

1. 大阪のOESの3種,第1次は1916年大阪最初 

の會（大阪エスペラント協會）,後Asocioと改稱。第2 
次は1927年に翌年大阪に日本人會を開くために必要な 

りとて福田國太郞氏によって提議せられたもの。第3次 

は1928年より活動を始めて現在にいたるもの。

2. 學會大阪支部の2種。第1次は1924年相坂佶氏 

を中心としてもうけられたもの。第2次は第3次OES 
時代OESの有力者達によってこしらえられて現在にい 

たるもの。第1次のは大阪で勝手にもうけたもので,當 

時は學會それ自身には明確な支部規定はなかった。第2 
次のは學會維持負會支部規定によったもの。

3. 會の消滅。A.第3次OESにはいかなる場合に

會が消滅するかとゆうはっきりした規約條項 

がある。B.第1次學會支部成立のときAse 
cioは存在していたとみなすべきであるか?

C.第1次學會支部を廢止してOES（第2次） 

をつくることは支部總會で通過したのであっ 

たが,しかし後でよくよく考えてみると,こ 

の決議は休憩中になされたのであったから, 

したがって合法的のものでなかった。で學會 

支部はOESにかかわらず存在を續けたわけ

2 （140）

て,1928年學會維持員會支部規定ができて舉 

會から厂正式にこの規定によったものでなけ 

れば今後は支部とは認めない」と布吿された 

ので,ついに消滅したのであった。

4.會と會との關係。A.なぜ第3次はみず 

からを存續せしめながら，べつに第2次學讦 

支部をつくらねばならなかったか? B.第3 
次OESはみずからを厂地方會」と稱するがそ 

もそも地方會とはなにものであるか? Nova



Steloはいったい日本エスペラント運動の組 5.將來。第3次學會支部とゆうものは可

織中にどんな位置を占めたものか? 能ではないのか。

☆

• :伊藤幸一

中庸をゆく大阪エスベラント會

此の春の大命は大阪で二度目の大命であ 

る。前の時のことは古い記錄を見ないと私に 

はわからない——それ稈に私のEsp・生活も 

まだ若い。しかし現在大阪Esp.會の推進 

力をなす人々の大多數の人たちもまた,そう 

なのである。一 一要するに大阪Esp•會の歷史 

は前の大會を限界として二つの時代に分けて 

老えて見る事も出來よう。全く當時の先驅者 

たちの同じ困難な道とは云之,とうてい今日 

私たちの步んで居る道とは格段の相違があっ 

た事は察するに難くはない。だが，その人た 

ちの殘されたものは，凡て引き紹き創立以來 

の先輩諸氏の絕えざる指導によって,今日で 

は動かし得ない良き傳統となって受けっがれ 

て居て,これが現在の大阪Esp.會を動かし 

て居る大きな要素となって居るのである。勿 

論此の樣なことは他の地方會に於ても,敢え 

て珍しい璃では無いかも知れない。しかし, 

先輩と後進との間にかもし出される人の和と 

云うものは我が大阪Esp.會の一大特色であ 

ろう〇乃ち現在地方在住のそれ等の方々など 

も各自その地方の陣營に參加しつ、もまた, 

我々とも緊密なる聯絡を保って居られる事は 

他の大會の場合に於てしばしば大阪勢力とな 

って現わされた事である。

では，後進の人たちは如何にして協力する 

か。それは次に示す會則の中にその人達の活 

動を期待する充分なる餘地が見出されるので 

ある:常務委員は定時總會之を會員中より選 

任す。其の任期は一年とL,定時總會每に其の 

半數を改選す。但繼續重任する事を得ず。これ 

によって如何に先輩であるとも一應は任期滿 

了となれば辭任されねばならないのである。 

往々一人の有能なる人の活躍によって盛んで 

あった會もその人を失えば,たちまちに衰微 

してしまうと云う例は多い。占い人だけでも 

いけない。と云って新しい人だけでもたより 

がない。そんな時にこそ此の會則の眞價が發 

揮せられる。だが大阪Esp.會なるが故に斯 

る嚴做?）な事もなし得ると云ってはいけな 

い。我が大阪Esp.會に於ても度々危機に直 

面しっゝも護り通してきた光榮ある會則とも 

云えるのである。これによって多年培はれた 

energioと,その豐富なる經驗とを以て絶え 

ず外へ向ってそれを放射し,I!つ絕えず求め 

また與えられたる機會を巧みに促えてその効 

果を擧げる樣努力を續;ナっゝあるのである。

此の樣に中庸の道をゆく我々の上には不斷 

の光明がある。また最近は委員會の活動は目 

覺しく,着々どその諸計畫が實行にうつされ 

つ、あって,そのために各委員個人の持つ時 

間はその大部分を我が運動に捧げられて居る 

現狀に對しては,會員一同は感謝とともにそ 

れに從って行きたいと思う。

私が知ってからも數人の有能なる友を道の 

半ばに失った。また,かつては會の「幷區とし 

て我が會史に輝しき足跡をのこして,今は地 

方にある人々や,勇躍聖朝の野にあら友，戒 

は無名にして陣營をはなれた多くの人たちの 

有形無形の努力は,必ず我が運動の最後ノ溜 

利をもたらす尊き礎となって居ることを記憶 

して此の運動を續けたい。願打くば,ハ紘一 

宇のEsp.運動の一•端を荷うと云う抱負と誇 

とをもって今年の大會を.單なる年中行事と 

してヾはなく,開催地地元Esp.會としての 

最善を盡した我々多年の訓練を以て意義あら 

しめたいものである。そして再び此の犬會の 

成果を更に我が大阪Esp.會,ひいては我が

の運動に對する飛躍への轉機としたい。

(14 り 3



睦間常太郞

エスペラントと

•朝日新聞

僕の部の連中は松田勝彥君のことを僕の 

「ゴガクユウ」だとゆう。ノ、テ學校も同じじゃ 

ないのにへんなことをゆうと思ってきいて見 

ると,成程「語學友Iだ。社內で僕と松田君 

力番をする時はいつもnia kara lingvoのこ 

とばかりしゃべっているから,そういったの 

だろう。實際松田君のエスペラントに對する 

熟意,意氣込みは大したものでOESの中堅 

として諸先輩とともに會の發展に獻身的努力 

を吝まないのみならず"La SunoMのkun
laboranto として椽大の筆をもって堂々眞っ 

向から支那の抗日デマを粉碎してエスペラン 

ト報國の範を垂れるあたり雄々しきかぎ・りで 

僕のような舊いばかりで全く vivanta kadavro 
然たるものは忸怩どころか哭へでも入りたい 

ような氣がする。君を朝日新関にもっことは 

我々の大きな誇りで,將來に對する期待もま 

た大きい。松田君は朝日新聞社における代表 

的エスペランチストではあるが,エスペラン 

チストは松田君一人じゃない。僕のようなの 

もあれば錚々たるものもあり，有力なsinpa- 
tiantoもある。

近代生活は新聞（雜誌も）によって營まれる 

といわれるほど,新聞は日常生活に不可缺で 

ありその影響力の絕大なることは周知の事實 

である。從って何ごとによらずこれを利用し 

ての宣傳價値も最大なるものがある。エスペ 

ラントもその例外たり得ない。ザメンホフの 

天才がこれを見逃すわけはない。夙にこの點 

に菁 目 して “ La gazetaro en nia tempo ne 
senprave estas nomata la sesa regno po・ 
tenea, kaj senlace ni devas ĝin devigadi 
kiel eble pli ofte tusadi nian aferon • • • ” と 
先ず注意を促し 以下新聞の心理を微に入り 

細を穿って解剖の結果これに本づいて極力新 

聞を利用すべきことを懇切叮寧に敎えてい 

る。新聞社もザメンホフにあっちゃかなわな 

い。新聞を利用するには先ず材料 〇ユース 

でも論文でも）を一度や二度のポッに力を落 

さずに根にまかせてせっせと提供せなければ 

いけない。しかしその材料たるやいくら多く 

ても無味乾燥なものは禁物だとゆう。“La 
artikoloj devas esti ne sekaj, sed preparitaj 
kun certa saŭco, ĉar la eldorlotitaj stoma
koj de la gazetoj ne amas sekan manĝon; 
kio en seka ripetita formo estis forjet让a 
kiel sengustaĵo, en certa nova saŭco estos 
akceptita kiel delikataj〇.,,また日 く "Lerta 
ĵurnalisto el la plej malmulta materialo kaj 
eĉ ĉe absoluta manko de stati就iko kom
prenas prepari artikolon plenan je intereso 
por la legantoj”穿ちすぎて新聞社の苦勞人 

もはだしだ。要するに輦より奴で,大衆食堂 

の均一料理的なものの多い中で時々進藤君と 

池川君がスエヒロのビフテキみたいなのを新 

聞に御馳走してくれる。しかしいくら面白い 

artikoloまたはnovaĵoでも決して噓なもの 

を提供してはいけないと "a kara majstro 
は嚴に戒めている。この厂虎の卷」は原名 

“ Pri la manieroj de vastigado. ” 諸君眷々 

服膺して大いに新聞社を利用して下さい。

もしザメンホフカ:生前ラジオを知っていた 

ら早速厂ラジオ戰術虎の卷」も殘すことを忘 

れなかっただろう。そして進藤君や磯崎君が 

反復これを體得しただろうに惜しいことには 

當時ラジオは硏究室の中で人工榮養に・生縣 

命だった。 ：烽熾松途

ザメンホフは以上のように外部からの新聞 

利用に對して痒いところに手の屆くように敎 

えているが，新聞事菜乃至直接新聞製作に關 

係するいわゆるesperantisto-ĵumalistoが指 

針とすべき何ものをも殘してくれていない。 

勿論estraroをkonvertiする方法なんか書 

いてない。しかしこんなものは書かない方が 

當り前で,estraroにかぎらず誰でも周圍のも 

のをesperantistigiするのは,すべてのエス 

ペランチストに課せられたる當然の義務であ 

って.我々は必ずこの義務を果さなくてはな 
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らないのである。ĵurnalistoだけの特別の方 

法なんて示さなくても,各々自らの分野內（分 

野外でもかまわぬ）で適宜に擴めればいゝわ 

けだ。差當り僕達は新聞の內部綠化工作をや

り外部と內外相呼. して有利に導けば理想的

だが,そう簡單にはいかぬ。殊にestraroに 

對しては甚だ苦手で入社以來一度も打解けて 

話しをしたことのない僕逹にとっては，先ず 

この方から先きに取かゝらなくてはならぬ・ 

苦しいことだ。しかし誰かやらなくてはなら 

ぬ。ありがたいことに,旣にこれを實行し, 

また現在なお活潑に努力されている人々が朝 

日新聞社にある。それらの人々に對する回顧 

と感謝の意味をかねて以下列傳體風に書いて 

みようと思う。

昭和3年4月大阪に開かれた第16回大會 

のprotokoloを見ると分科會のうちに厂記者 

分科會」があって,主催者は東朝土岐善曆, 

大朝高尾亮堆高瀨嘉雄,藤間常太郞,世話 

人新聞®¢合社相坂佶,決議事項は（1）團體を 

組織する件（2）普及方法攻究の件の二つだが 

細目がたくさんあって"Japana Esperant- 
ista-ĵumalista Asocio ”設立も含めてなかな 

かえらそうなことを決議しているけれども， 

僕の克慢のため單に決議以上に出ず,Asocio 
の略稱!EĴAも笑止の至りで，甚だ申譯ない 

と思っていたところ,いま11年振りで大會 

力;人阪で開かれるに當り,感慨を新にして， 

冷汗三斗の思いがする。今大會を轉機として 

驚塢に鞭うって些かながら罪滅しでもしたい 

念願でいる。

由來朝日新聞には進步的なliberpensuloが 

多いせいかエスペラントの使命または理論に 

は反論する人はあまりなくたじ實踐的方面に 

疑惧を抱いているのだが,これは運動の實際 

を知らないのでやむを得ない。こうゆう人達 

を說得するのが僕らの任務だからポチポチや 

りまし・よう。 •-

いま社內のエスペランチスト並に sinpati- 
uloを運動の初期よりあれこれと頭に浮かべ 

て列べて見ると，社全體としてかなり大きな 

貢獻をしている,先づ ・番舊いところでは

土屋元作——明治39年の“ The British

Esperantist n第何號カゝにガントレクト氏の 

報吿として次の一節を發見する。"Li （S-ro 
T. Ahiko） diras, ke la publikigo de artikolo 
verkita de S-ro Tsuchiya, oficisto de la 
Asahi, unu el la plej grandaj japanaj ĵurn
aloj, kaŭzis sensacion, kiu tiras la atenton 
de multaj personoj.0の報吿にあるとうり土 

屋氏が當時論說委員として大阪朝□紙上に書 

いた隨筆（エスペラント」は世上に多大の反 

響を與え,その後讃賣紙上黑板博士の厂世界 

語」とともに正に東西相呼應して揚げられた 

日本エスペラント運動の烽火であった。この 

烽火力道接の動機となって,日本エスペラン 

ト協會が結成された。土屋氏はその後運動に 

足を踏入れた形跡もなし,また氏が不知不澈 

の間に演じた大きな役割についても知らなか 

っただろうが,終始エスペラントの蔭の後援 

者だったことは事實で,晩年大阪時爭新報を 

退いてJOAKの理事職にあったが,エスペ 

ラント放送について局內の大勢を有利に導い 

たのは土屋氏に負うところが大きいといわれ 

ている。昭和7年5月氏の逝去にあたって前 

天聲人語子釋瓢齋入道は一文を草して氏に弔 

意を捧げている。 • • ’’

—本邦,操弧界の先達,識は東西古今に 

わたる雜學评士,土屋大夢氏逝く,享年六十 

七,生涯の所作は百種白態おそらく汗牛充揀 

せん。わづかに「夢中語」に採錄す。老來聽 

軻にをり,あって動ぜず厂凡夫の大道に悟入」 

を思はせたが厂太閣も夢といひおく世の中に 

寢言より外聞く耳はなし」一首を殘して幽冥 

に入る,悼しい哉厂副芥子の搖るるともなく 

こぼれたり」、 ・

——もって氏の人となりを偲ぶべし。

長谷川二葉亭一氏の功績はあまりに大き 

く從來も屢々論究されているから蛇足を加へ 

ることを差屋えるが,甞て故柬朝主築池邊三 

山氏がこの文豪を評して厂二葉亭はよく道草 

を食ふ人でエスペラントも道草の一つだら 

う」といわれたこと力:あるが,道草にしては 

大したもので，こんな道草ならいくら食って 

もらってもいゝ。氏もまた朝日の露都時派貝 

として同地に滯在中病を得て歸朝の途船中に 
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客死され職に殉ぜられた人である。

下村宏一法學博士，前副社長,現在社友。 

氏の輕妙洒脫にして多角的な隨筆は世上夙に 

定評あり,また國字問題の權威として,その 

エス谕策を屢 々耍路に進言されると同時に,

ペラント擁護も決して忘れない。氏の筆によ

9エスペラントへの理解を深めた讀者は蓋し 

莫大な數に上るだろう。かゝる有力なsinpa- 
tiuloを右っことは我々の運動にとって大き 

オドカされ組の中にはヨ岐氏もいられたそう 

で（小坂氏っみ菜集）ビックリしてエスペラン 

トをおやりになったかどうかまだきいてみな

い。氏がエスペランチストであるとゆう事實 

は我々の運動にとって强力な武器で,氏を慕 

う多くの議者を感化せずにはおかないだろ 

う。昭和2年春から暮まで外遊中小坂氏ととも 

にUniversala Kongreso に出席され nia kara 
majstroの牛.家を訪れ,その奥津城にも詣で

な强みだ。なお今後とも樹後援をお願いする。 想その他が厂外遊心境」 となって昭和4
-柳田國男一現在民俗學の大家として有名 

すぎるのでエスペランチストとしての氏はそ 

の除に隱されてしまっているが，氏わ運動に 

對する熱意並に功績はどうしてどうして刮目 

どころの生やさしいものじゃない。筆に舌に 

その活動振りには全く頭が下るばかりで，殊 

に氏の地位,閱歷,人格がこれを助けている 

ヵ、らまさに完璧だ。申すも畏れ多いことなが 

ら,今上陛ドが攝政宮殿下に在せし頃柳田 

氏が殿下の御前で國際聯盟のことについて御 

講話屮し上げたことがあるが,氏はその時工 

スペラントについても言及されたとゆうこと 

である。かようなことは他の人では出來るこ 

とじゃない。氏はまた東朝の論說委員として 

在社中大正15年第14回日本エスペラント 

大會開催に際して厂公事業の試煉」なる社說 

をもって,世人の我々の運動に對する無理解 

に一矢を酬い併せて我々を锻勵せられている 

のである。エスペラントを大新聞の社說の題 

目にするなんてなことは我々にはちよっと望 

めない。柳田氏にLてはじめてなし得るので 

ある。現在朝日新聞社客員。

土枝善曆——歌人として.ローマ字論者と 

しての土岐氏はずいぶん舊，、ものだが,エス 

ペランチストの經歴も和當永いと思う。大正 

8年頃東京のsamideanoの間に 厂オドカシ 

ちめえ」とゆうノがはやった。それはベラベ 

ラエスペラントでしゃべって,それを日本語 

に譯L新米の連中をアット驚かす方法であ 

る。帝大の講童での謎演會の後本鄕の燕榮軒 

で晚餐會をやった時も都ドの新聞社の人を招 

待して中村博士その他でこの「オドカシちま 

え」をやって新聞社の連中をアッといわせた。

年に上梓されたが，實に麗しい雅趣縊るゝば 

かりのもので，ペイジごとに馥有Eたる香叢を 

放つような氣がする。恐らく最も美しいEsp» 
erantaj librojの一つだろう.現在東朝論說 

委員。 パ.<4
關口泰ーー七岐氏と同じく東朝論說委員, 

progresema liberpensulo の典型ともゆうべ 

き人で,氏の政治論及び社會時評は讀む者を 

して常に社會画般の事象に正しき認識を與え 

啓寒せずににおかない。氏もまた我々の善き 

理解者であり,中學へエスペラントを導入す 

べきを主張する。

高尾亮雄——このごろの人はあまり知らな 

いが,大阪の運動における氏の足跡は全く大 

きいもので，高尾といえばすぐエスペラント 

が頭に浮かぶくらいだった。大阪朝日新聞が 

氏を計畫部に採用したのは蓋し適材適所で, 

奇策從橫の計畫的才能を利用して講習會に, 

講演曲に,音樂會に,新聞の記事に,種々運 

動のために蓋策されたことはOsakanoとし 

て感謝の至りだ。朝日入社以前は厂少國民新 

聞」を主宰して，エス欄を設,ナ，少さき魂に 

エスペラントを植丸つけるに餘念がなかっ 

た。氏はまたvirinojの間にすばらしい信用 

（?）をもっていて,大阪の淑女諸姉を集めて 

講習會をやり，獨り悅に入っているなんかは 

高尾のオッチャンならではのお家藝だ。おか 

げでそのころtalenta esperantistinoが輩出 し 

てĵurnalismoに話題を提供したものだった。 

僕が机に嚙りついて（?）仕事をしていると時 

々“Bonan tagon, sinjoro Mと大きな聲を出

して僕の肩をた1いて他の部員の目をパチク

りさすことがある。老いたりといえどもなお
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桑原利秀

科學エスペラント團體の展望

歷史工沢ペラントが自然科學の分野に根を 

下したのは相當・古くからである。それは學術 

そのものの國際性の要求でもあり,又初期の 

エスペランチストの問に相當多くの自然を咼 

及びその應用方面に從事する人が多かったか 

らでもあろう。ザメンホフ自身が眼科爵であ 

り，bonstilistoとして有名なKabeも亦眼科 

醫,Grabowskiは化學技師であった〇エスペ 

ラントの書語發展史上重大な役割を果たした 

ポーランドの三つの星がそろいも揃って自然 

科學方面の人であった。

エスペラントの一般的な普及運動がフラン 

ス人の手に依り目覺ましい活氣を見せ,全世

健在である。現在は停年退社後,社の囑託。 

岡上〇道--- こんな名は誰も5®るまいが,

黑田禮二といへば知る人ぞ知る。ドイツの火 

野葦平レマルクの厂西部戰線異狀なし」の後 

日譚厂その後に來るもの」を紙上に譯載して 

いたことは,なお記憶に新しいが,氏もまた 

古い同志だ。氏が永い海外特派員生活中に工 

スペラントを實際用いたかどうか在社中にき 

いておけばよ力、った。惜しいことをした。な 

おこのほか比佐友春（出版編輯次長）,進鸞次 

JB（東朝社會部,靜太郞君舍弟）,惟橋好（東朝 

山梨縣谷村通信部）.ハ木長人（束朝整理部次 

長）・离潮嘉男（朝日會館）,山本道男（大朝校 

閱部主任）の錚々たる連中についても書きた 

いがあまり長くなるからやめるヵ;,見渡した 

ところどれもこれも野郞ばかりで淋し過ぎ 

る•ずいふん探したら,やっと一人見付かつ 

た・婦人記者北村ISE子女史。しかし冥土で宣 

傳しているんだから割愛しておこう。

連載小說に現れたエスペラントについても 

ついでに宙くつもりだったが，何だか頭がボ 

 として厂エスペラントと朝日新聞」が厂工 

沢ペラントと兵隊」になりそうだから一先づ 

«0筆する. （昭一四,二,七） 

界に擴まって行ったと同樣ご,自然科學方面 

のエスペラント運動も大戰前フランス人に依 

り組織化され,始めて一般人の注目を惹き出 

したのである。エスペラント運動史中の所謂 

フランス時代の花形であるCentra Oficejoの 

創立者セベール（Sebert）將甲,Beaufrontと 
對抗したLa Revuoのブールレ（Bourlet）は 

共に自然科學關係-者であって,その專門に於 

ては自他共に許されたフランス第一流の學者 

であった。Sebert將軍は砲兵資材の大家,海 

軍中央硏究所の創立者で,フランス科學學士 

院會員であり,Bourletは機械及び應用數學 

の權威である。Sebert將軍が1901年にフラ 

ンス學士院に「國際語の科學的重要性」に就 

き紹介を行い,學士院會負中に多くのエスベ 

ランチスト又はエスペラント賛茂者を作っ 

た。物理學者Cotton, ノ ーペル賞受賞者隔事 

者Richet等其他大勢の熟心なE-istoがやは 

り學士院會員である。猶學士院食員外でも飛 

行機及び自動車の先覺者であるArchdeacon, 
Grenoble 及び Dijon 大學總長,Grenoble 電 

氣工學硏究所制立者である哲學者Boi“c,セ 

ペール及びプールレー其他多數の學者をE- 
istoにした數學者Meray,同じく數學者しai- 
sant等々がいる。これ等の顏振れだけを見て 

も如何に所謂フランス時代が花やかであった 

かを想像する事が出來る。

〇員1000人を擁するEsperanto-Grupoを 

主宰し,フランスのTurisma Kluboを利用 

して,Beaufrontの主宰「るフランスの屮心 

團體 Societo Franca por Propagando de 
Esperanto （S.F.P.E.）を壓して花々しい全國 

的な宜傅活動を示したBouletはフランスー 

洗の書店Hachetteからしa Revuoを出さし 

め,ザメンホフに飜譯發表の機會と生計の副 

收入とを與える事に成功したが,1904年から 

は同書店から!ntemacia Scienca Revuo を 

も出さしめた。
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1905年のジし才、-ブの第2回萬典大會では 

科學分科會力;開かれ,1908年には世界的の工 

スペランチスト科寥者の團體Internacia Sci
enca Asocio Esperantista が•創立された。 

Internacia S&enca Revuoがその機關誌とな 

り,その後Scienca Gazetoを經て，現在の 

Bulteno de ISAEとなっている〇

I.S.A.E.は創立以來會長にロンドン王立學 

士院ノ)J. J. Thomson, ・ッッダム氣象徐長 

Schmidt,國蝶度最衡小.央硏究所長R・Benoit, 
アメリカのHuntington專の世界的の碩學が 

就任 L,頸問中に 4 Berthelot, Poincare, Leb
lanc 等々一洗の學者が名前を揃べている。

1925 年には I.S.A.E. (Rollet de Elsie)に 

依り厂自然科學及び應用科學に於けるエスペ 

ラントの利用に關する國際會議」がパリで行 

われた。―

班在でも各專門の權威であってエスペラン 

トをやっている人がフランスに相當多く,時 

々 Intemacia Konferenco “ Esperanto en 
Modĉrna Vivo”とゆう樣な大風呂敷を擴げ 

て見せる。フランスのエスペラント運動は科 

學分野の問題だけでなく ĝenerala movadoと 

しても猾-膺我々が注【Iし,硏究し 參考と 

する必要がある樣に思われる。

フランスだけに餘り艮くなったので,フラ 

ンス以外の國に就いては省略して，下に各團 

體の紹介を簡單に試みよう。

工・Internacia Scienca Asocio Espe
rantista (ISAE)

1908年創立。現會長はホーランドの細菌爭 

者Bujvvid (ポーランドE.聯盟會長)。我國 

の高腐氣象窒長大石和三郞氏も委員の一人で 

ある。Bultenoを年四回發行,1926年から術 

語の硏究をやり,1931年その結果をまとめて 

44 Scienca Fundamenta Esperanta Termi
naro が出版された。1934年頃赤字で前途 

が危ぶまれたが,現在のkasisto M. D. Dupuis 
がnaciaj delegitojと協力して立直して又活 

氣を呈して來ている。SKE Bultenoは色々の 

科學論文や科學界のエス運動の報導が主であ 

る。日本の會員は特別に2鳳10錢で,日本 

科卑エス協會(振替名古屋23554番)が入會 

を取次いでいるから,大いに入會され度い■ 

Redaktejo : ĉe s-ro Dupuis, 56, Rue de La 
Rochefoucauld, Paris 9 , Francujo.

2. Tutmonda Espera tista Kurac
ista Asocio (TEKA)

1907年ケンフ’リッヂの第3回萬國大會で醫 

學分科會が行われ,1908年ポーランド醫師會 

會長Robinの提唱によりTEKAが◎立され 

た。1926 年から機關誌 Intemacia Medicina 
Revuoの附錄としてBriquetの醫學術語集 

を發耒,1932年これをまとめて單行本として 

出した。醫學界のE.運動の盛況を反映して 

立派な專門雜誌であったが,最近財政的に困 

って居るらしい。東大解剖畢敎室の西成甫敎 

授が副會長。日本のLanda Kasistoは同じ 

く浦」送治氏である。Redaktejo :19 Avenue 
Montjoie, Uccle 3, Belgujo,

3・ Japana Esperantista Medicina 
Asocio (JEMA)

1925年京都で開かれた第6回極東熟幣病 

會讓わ席上東大緖方知三郞氏及び傳染病硏究 

所村田疋太氏がエスペラントで硏究發表を行 

った翌年一1926年にJEMAが創立された。 

1926年27年と立派な名簿を有し,所載M-
E-istoj 700人に達し・FI本の

ト熱をあふったものである。しかし現在は東 

大の慾學エスペラント會 Eskulapida Klubo 
は相變らず活動しているが,Jemaとしては 

少し活動が衰えた樣である。事務は東大醫學 

部解剖學敎^内。

4. Hermesa Rondeto
1926年東京の岡本,波多野,三雲,山田,福 

富の5人の藥學者の作った集團で,“Leksi・ 
kono de Kemio kaj Farmacio ” 3 卷を膳 

版印刷で出版し,後に之を基礎にして南江堂 

から堂々たる"Seslingva Vortareto de 
Medikamentoj laŭ japana farmakopeo M を 

出版した。目覺金Lい活動であった。現在は 

Rondanojの分散のため,活動を停止してい 

るヵ;,最近は伊藤己酉三,田畑喜作氏導を中 

心に東京藥學エスベランチスト懇談會が作ら 

れ,定期的に專門的の意見の交換を行ってい 

る〇その結果として"Farmacia Krestoma-
8 (146)



ハンガリー ・バロス・ガボル協會について

池川 淸

會の名前ハンガリー語ではOrsz'gos 
Baross Gabor K61・である。Orsz自gos とは全 

國と云う意味.Korとは協會と云う意味であ 

み〇 Baross Gaborとは,ノ、ンガリーの經濟學 

者Gabriel Barossの名をとったものと思う。

本部宛名 Hungary, Budapest, IX,. Fe- 
renc-K<irut 19-21.1.

支部所在都市 Szeged, Debrecen, Nyire- 
guh-^za, Miskolc, Gydr, Kaposv紂,Ujpest, 
tl ド準備中一Sopron, Pecs, Szombathely, 

Oroshaza
觀の成立1920年

倉員の資格ハンガリ-人にして中等程度 

以上の實菜學校を卒業したるものにして正業 

に就樂せるもの及び就業せんとするもの

題の目的 會負に各種實菜の訓練をなし 

その技能を向上せしめ,又その就職の斡旋を 

なし以て獨立自營を棘導す 

學生を外國に派し,その土地の名士邸等に 

寄宿せしめ,家族としての待遇をうける。

打。''が出版された。將來の活動が期待されて 

いる〇

5. Scienca Rondo
東大理舉部の動植物關係の丘英通,丘直通, 

小野記彥諸氏等に依り作られた會で,定期的 

に集介して居られ,一時高等學校程度のE.書 

き科學鍛物の編纂を企てられた。

6. Elektro-Esperanto-Grupo
1934年から東京の崔氣關係者が高木貞一, 

大木克己,高洋榮次郞氏等を中心に硏究會を 

開き,1935年からE,文だけの比氣專門雜誌 

“La Elektrujo -を出した。年6回,10頁內 

外で,外國にも相當の會員を有しその活動は 

注口の的となって居たが,鬲木 大木兩氏共滿 

洲現へ去られたため,目ド活動を停止してい 

るが,後を西川豐藏氏が繼いでいるので將來 

が期待される。會費:維持員2圓,正會員1睥。

7. Japana Esperantista Sciencista 
Asocio （JESA）

1936年名古屋の大會の際の科學分科會で創 

立された會で,日本名は日本科學エスペラン

廊員數10,000人

會長Zajgovari A. K虹oly法學博士（辯 

護士開業45歲位）

會の組織次の諸部より成る

總務部……庶務その他一切

工粟部……技術訓練場の經營 

報導部……新聞の發行 

商業部……商店の經營 

社交部....クラブ,ピクニック,ダンスete.
社會事業部……診麋その他

國際部……諸外國との連絡交歡（以下に詳說） 

日本部……日本との連絡,交歡（以下に詳說）

（1）諸外國の靑年團體との

親善交歡

（2） 外阈旅行（外國の企菜及び都市の見學）

（3） 夏期（學生）休暇の海外視察（&$週間）

ト協會。機關誌Sciencoを年四回出版し，主 

として科學の各方面のエスペランチ严トの聯 

絡,術語の硏究,從來の文獻の紹介等に努め 

ている。時々科學關係E・istoの調査をして, 

Adresaroを出している。所載科學E-isto600 
人。專門論文をE.で書く事を獎勵し,容易 

にするため,諭文添削が設けられている。理 

事,顕問に前東北帝大總長井上仁吉,東北帝 

大松隈健彥,慶大望月周三郞,東大西成甫,九 

大大島廣,髙膚氣象臺長人石和三郞,日本車輛 

技師長小坂狷二東京醫耶踐田一,理硏前田 

勤,千用放送所長搞田慶二.東大丘洪通,千・麋 

醫大鈴木正夫，岡山醫大八木日出雄其他著名 

の學者を擁している。禽貲:維持會員2圓, 

購喪會員1圓。申込みは和計部（名占屋市昭和 

區北原町!73.振替名占屋23554番）へ。編 

輯部は大阪市外池田町259〇.（18 feb.1939）

ISAE會員募集 會費:1年2團!C錢 
申込みは・日本科

學エスペラント協會（會計部:名占屋市昭和 

區北原町1-73 •掘替名古屋23554）



1938年夏に於て,ドイツへ1000人,スイ 

スへ80 .人,イタリーへ100人

（4）將來はオランダ,ベルギー,フィンラン 

ド,エストニア,スエーデン,ポ ーランドと 

も交歡の豫定.

（5）實習生の派遣,外國の工場會社へ6〜12
ケH間實習生として勞働に從事せしめ,俸

給を以て生活せしむ。これは（3）と異り, 

技術的向上を口的とすると同時に語學の修 

得を主要目的とす。1938年にはドイツへ

300人

日本部の名稱 Az Orszagos Baross Gabor
Kor, Korponti Japani Ŭgyosztalya

初代部長 Kovacs Gy6rgy （日本名譽領事 

馆の通譯,日本語は漠字も誼み書き自由）

現部長 Kovacs Gusztav
目的 日洪兩國民特にその靑年層の間に文 

化，經濟の交換逋絡を密ならしめんとす 

事業要網1.日本に關する講演會の開催

2. 日本文化映畫の公開

3. 日本產業の紹介

4. 日本展の開催

5. 學生の交換

6. 訪日視察團の派遣

7. 日本語講座の開設（日本精神の證得は日

本語の修得から）

&日本人旅行者の案內接遇（通譯無料）

9.日本の夕の開催

10.日本文庫の設置（現在400册あり）

日本に對する希望1.日本の同種の團體

と共同關1 系を結び,親善事業を促進したい

2.日本の靑年の團體:と關係を結びたい

3.日本人の會门を求める。如何なる日本人 

でも維持會負になれる。會費ド用,讀み古

るした本を二册以上C一ケ年に）會に寄贈さ

れたい

4.日本語學習の敎材を作って欲しい

5.16mmの日本文化紹介のフィルムを彳皆り

たい

提 案L共同雜誌の發行，日洪兩國親 

善の記專,論文,寫負を載せる。用吾日本 

式ロ ーマ字，ノ\ンガリー語,エスペラント

2.ツラン民族雜誌の發行

北歐〜フィンランド,・エストニア

中歐〜ハンガリー

南歐〜ブルガリア，Rルn 

東洋〜日步,蒙古

最】匕我が國の各地のエスペランチストに 

宛てコリーチ・グスタウ氏よりobg協=； 

本部の活動についての手紙力;とじけられた。 

私は幸い,ハンがリー滯在中，親しく OBG協 

會の世話になったことがあり,又日本人とし 

て唯1人の名譽會員でもあるので,比較的よ 

く事情を知っているのではないかと思う。

私が,OBG協會のことを東朝，大朝に谥菱 

したところ,全國の未知の方々から問合せが 

あったので,具瞪的に調査してみたので,わ 

が愛するエスペランチス.トにも理解しておい 

てもらいたいとゆう考えから述べることにし 

た。

ことわり 以上述べたることは私が見聞じ- 

た範圍の知識を整理 して書き綴った ものであ 

る。それ故或いは誤解をも述べて居ることが、 

あるかも知れない。豫め御許しを乞う。

要するにハンガリー人は東洋民族の血をひ、 

くものたるの自覺は確然たるものあり,大戰: 

後トリアノン條約により國土は三分のーとな 

り,文字通り敗戰國として悲慘のどん底にあ 

りたるも平和會議中日本委員が常に公平に發: 

言し，ハンガリーを有利に導きたることは彼・ 

等のいずれも今猶感銘せる ところである。 ま 

た日本軍がシペリ丁に於てハンガリーの俘薛 

（その內には昨年來朝したメゼイ・イストバン 

博士及び詩人ユリオ•バギ-氏もあり）に對し 

實に好遇をあたへ,友達として遇した。これ 

らの俘虜がハンガリーに歸って1924年に日・ 

本武士道を憧れて,文化經濟の交換のため, 

日洪協會を組織するに至り,現に年4回極東 

と題する雜誌を發行して居る。又日本に於け 

るハンガリ-硏究の機關として東京市麴町區 

丸之內二丁目一〇,仲十四號館內,H洪文化 

協會あり,會長男爵三井高陽氏,常務理半早 

大敎授吉村正氏。

尙ハンガリー硏究の近刊邦書は次の如し, 

一讀せられたし。

吉川兼光著I友邦洪牙利」（昭和鳶年9月シ



大會協議會係よリ

3月號誌上に於て「協議會の新曙光」と題 

して來るべき大會の協議方針を述べ,大方の 

御理解と御支持並びにsugestiojを御願いし 

ましたところ,相常反響もあり大いに力を得 

て居ります。翁會期までどしどし御意見を御 

申越下さる樣御願致します。

殊に學會當局に於て大會協議會と學會總會 

との聯絡を考慮して頂いている事は犬變結構 

な事で,何卒これによって良い結果を得るよ 

うに期待して居ます。

财團法人としての學會が名實共に充實した 

機關として我運動の主要な仕事を引受けて居 

る今日，大會はそれ等の分野に於て一々仕事 

をする必要も無く,從って昔の大會とは樣子 

も次第に變って來た事は今更申上げるまでも 

ない事です。然し乍ら我Fina Venko達成の 

日まで吾々に課せられた任務が了らぬ限り大 

會協議會の仕事も盡きぬ次第で,却って今ま 

での樣に簡單にformuliする事の出來ない樣 

な間題も少くないと思はれます。此意味に於 

て參加各位力:益々協議會の爲め御貢献あらん 

审を重ねて希望する次第であります。

末尾乍ら人會の持つ意義に就き或は學會總 

會從來の狀態に就き

れました中西氏に對し進藤に代り深く敬意を 

表します。

地方會分科團體案決議委員案原案側より原 

案の文言上より一見在來の大會の組織と全然 

異る組織を提唱するかに見えるもので長い眼 

で見れば,殊に大會を實際主催された方々に 

は大體次のような趣旨が明かにされ得よう。

卽ち別項大命會計委員城戶崎氏の發表にも 

數字的に分る通り,經費として大腔200圆は 

見當が付き,その收入は大會主催地殊に有志 

の寄附になるとは云うものの,大局より見れ 

ば大曾開催地が廻り持ちに負擔したとも云い 

得る。然らばこの廻り持ちを备年度に半分し 

はつ從來のまゝでは到底開催の見込の立たぬ 

土地も之に應分g加し適當な時機に地方的な 

事情に束縛せらるゝ事なく全國の支持のドに 

大會を開催し得る樣にする此組織は樣式こそ 

異扛實質的に全國同志が大會の©に出捐する 

ところには大して變りはないのである。

震ねて云う。各地の努力と理解とによって 

從來の大會の寄附がその儘大會賦課金と化し 

て各年に平分據出される事が此の案の一つの 

主眼目である。

猶蛇足ながら付加えて言う。原案は厂1人 

に付き1圓の割合」と唱え，決して地方會施 

びに分科團瞪加入の各人が各自に1圓を負谡 

すべしとは規定しようとするものでない。勿 

論そう云•う狀態こそ理想として最も卑ましい 

とは云之,現がを以てしては不可能である事 

は誰しも承知・の上である。こって大會への寄 

附は地方會を通じてと提唱してもよいのであ 

る。卽ち各地方に於ける賦課金徵集の時期方 

法を任意にした所以。そ如以上の理論付けは 

却って原案側から伺い度い位である〇

同樣の意味に於てLanda Asocioが大會を 

抱括せねばならぬと云う意見にも對したい。

此の意味に於て此の提案は大會協議會の議 

題であると同時に,JEI總创の問題でもあり 

得る。卽ち原案側は旣に學會當局に對してそ 

の意味を有効期限中に通達し理事謎賢の御考 

最を求めた次第。從って何分の御意見の發表 

があるものと推察する。願わくば同樣意Ĥしの 

方からも然るべき具體案を御洩し下され度い

次に地方臼分裂の憂であるが，幸い現在各 

地とも殆ど單一地方會化しているので,要は 

今後の問題であると思われる。そこでこの案 

力:實現されたら,參加地方會の1・申し合せ」の 

形式のドにでも此の單一地方會主義を唱え以 

て亂立分裂の弊を未然に防げば足るのではな 

かろうカゝ。要はそれぞれ其地方自らの統制如 

何の間題であって全國的機關が深入りすべき 

質の問題ではないのであるから,各地に於て 

旣存の地方會が眞に單一地方阶らしく組織し 

運行される以上,それを無視するような無法 

者は誰も相手にしないだろう。

以上俺單ながら前月號に掲げられた諸點に 

大體御答が出來た積りであもが，猶不足の點 

は何卒協議會係まで指摘されたい。
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日本エスペラント大會

會計一覽

此度のノヾ會では商賣柄か,會計委貝とゆう 

役を仰せ付かった。そこて一體人會にはどれ 

位の費用を必要とするか?を知る爲に先ず今 

迄の大會の倉計報吿を調査してみた。そして 

それを見易い樣に一覽表にして人會委員會で 

報吿したが,今急にそれをRevuoに公表せよ 

との事である。大會會計の問題は根本的に檢 

討してみれば仲々興味ある問題であるがその

暇もなく，唯次の一覽表を揭載するに止める。

前冋の大阪の大會（1928年第15回）は少 

くとも二つの有意義な前例を開いた。それは 

詳細な會計報吿をRevuoに發表したことと 

參加費を參加者から徵集したことである。其 

後各大會月參加拔をとり學會からの寄附金を 

以て，Revuo誌上にprotokoloを揷入し詳細 

なる・股報吿と共に會計報吿をなすを例とす 

るに到った。

唯!93!年と1933年の京都の兩大會では， 

何故かRevuoに發表しなかった。（但し1931 
年の方は京都に行けば見せてくれるとの事だ 

し,1933年分はRevuoとは別に報吿したか 

と思う。）本表では遺憾乍らその二大會を除

年

開

參

參

參

寄

收

支

剩

處

準

印
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微
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方 
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餘

備

刷

借
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務

コ

15
1927 (2) 
福岡
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〇

160
580
740
638
102

113
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31
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大阪

129名 
50浚

64円
63

〇

127
172

(不足45

112

13
5

40
2
6

90
4

17
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11

97

19
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舍
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宿
餘
謝
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約3円19氏

12
送別茶話

會10
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不足2

172円

1円 33 >

16 
窈眞15 
雄•辯命!

3155
1円 263

28
30
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19

1

餐
焼
足
他

唤
樂
遠
其

340円

4円30袋

10 
分科會1〇

318円
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外兰ざるを得なかった。その代りに1927年 

の福岡での大會の方を參若迄に揷入した。こ 

の人會は小生が夏休み九州全土を巡って寄附 

を集めたり等した思い出の大會で,今に到る 

まて費用のかゝった黠では依次第一位とゆう 

代物である。

どの會計報吿も支出の項目はまちまちであ

って,比較するに不便である爲,

項口を適宜入替してあてはめた。

この表では

（人會何計

は一定の項目によって公茂する樣にしたら良 

いだろう。）

それから晚懇會,遠足,寫眞誓の費用の收 

入は,之を收入とせず,實際それに耍した費 

用と比べて支出力多ければ（どの大會でも支 

出が多い）不足額だけ之を補助費として擧げ 

た。

收入の中公的寄附金には,學もからの寄附 

金,前回大會からの寄附金,父は市當局から 

の寄附金の如きものを入れた。

*

諸君は,この表を見ながら,諸君が出席さ 

れた大會を思い浮べたらその大會の特匿がな 

っかしく眼前に展茄して興味深いだろう〇

そして,今迄の大會を通して,將來の大曾 

會計を豫想し その理想を論ずる人も出て來 

るだろう。會計から大會を再認識することも 

又必要で,この表がいささか御參考になれば 

幸である。

城戸崎益敏

1933 C8)
廉都

5〇£1
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1334 C9)
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50ミ

56円
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El Antikvaj Ĉinaj Poemoj

KANTO DE SUDA VENTO
Imperiestro ŝun

La suda venteto jen dolĉe nun blovas ； 
Al homoj la koron mildigi ĝi povas.

La suda venteto nun ĝuste jen venas ； 
Al homoj la bonon ĝi donas kaj benas・

KANTO DE SPIKOJ TRITIKAJ
Ĉicu

Spikoj tritikaj kreskas gracile,
Kaj ĉiuj plantaj oj grase kaj brile,... 

Tamen, ho ve, la bubo iripona,
Li estis neniel al mi iam bona・

KANTO DE BAMBUA ĴETILO

Bambuon li hakas, 
Bambuon li ligas;

Terbulon ĝi ĵetas,
Kaj bestojn forigas,

FESTA PREĜO DE LA REĜO IĈF

Reiru ter*  en hejmon sian,
Revenu akvo en la foson,

Insekt*  ne faru agon fian,
Kreskaĵ*  revenu propran la med on!

KANTO DE VENTEGO
Kaoti de Han

Ventego ja ekblovas,
Nuboj sin flugtrenas!

Potenc' en lando kreskas;
Hejmen ni revenos;

Kiel ni akiru virojn,
Por ke regnon ni subtenu!

南風歌

舜

南風之热兮

可以解吾民之tfĤ兮 

南風之時兮

可以阜吾民之財兮

秀參舫: ・ゝ,ご1

箕・子

麥秀漸々兮

禾黍油々

彼狡童兮

不與我好兮

彈 馱

吳

斷竹

績竹

飛土

逐央
■

伊耆氏蜡瞬

土反其宅

水歸其壑

昆蟲毋作

草木歸其澤

大鹿歌

漢高帝

大風起兮

雲飛揚

威加海內兮

蹄故鄕

安得猛士兮

守四方
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EPIGRAFOJ家

衣銘 Pri vesto
桑蠶苦

女工難 v

得新捐故

後必寒

Granda estas silklabor\
Peza la virina pen* !

Havi novan veston vi, se malnovan ĵetos for, 
Nepre venos frosta 女en'!

書復 Sur ŝuoj
行必履正

無懷僥倖

Nepre iru, sur paŝo justa, 
Ne deziru hazardon neĝuste.

書鋒 Sur lanco
忍之須叟 ・

乃全汝軀

Momenton, da tolero!
Kaj vi sen danĝero.

書戶 Sur pordo

出畏之

入懼之

Elirante ĝin estimu, 
Enirante ĝin kortimu!

桃 夭

詩經

PERSIKUJO JUNA
(l Ŝi-ĉu)

桃之天々 

灼々其華 

之子于歸 

宜其室家

Persikujo, juna ĉarma, •
Helaj ĝiaj floroj!
Ci knabino, por destino,
Bona por la hejmaj moroj・

桃之夭々 

有黄其實

• 之子于歸

宜其家室.

Persikujo, juna ĉarma, 
Estos fruktoj riĉaj; 
しi knabino, por destino, 
Por la dom', feliĉa.

桃之夭々 

其葉藁々 

之子于歸 

宜其家人

Persikujo, juna ĉarma, 
Densaj la folioj;
Ĉi knabino, jen destino, 
Bon*  por familio!

Trad. de ISOZAKI-Ivvao



Kanto de Kongreso.

Leviĝu verda la standardo, 
flirtados 女i en sankta vent\ 
promeson ĵuran kun la ardo 
sub ĝi faradu nia gent\

Promeson ĉien portos ni 
la sanktan al la mondo, 
justec? grandiĝos pli per ĝi 
kaj sekvos paca fondo.

La sun*  ekbrilas por la celo, 
alvenu fratoj sen obĵef, 
incidu ni eĉ al parcelo 
la brilon en la societ'.

Promeson ĉien portos ni 
la sanktan al la mondo, 
justeご grandiĝos pli per ĝi 
kaj sekvos paca fondo.

La idoj de ni nekonataj 
la pacon kantos el la kor\ 
feliĉe per la voĉoj glataj 
ni dormos tere sen memor\

Promeson ĉien portos ni 
la sanktan al la mondo, 
justec' grandiĝos pli per ĝi 
kaj sekvos paca fondo.

NIŜIMURA MASAO



MIA BATALO
de S-ino TAMURA-Akiko

Jam frue forpasis la unua jaro de kiam Tomoda militmortis・ Kiamaniere 
mi min vivtenos, kun la infano postlasita en miaj brakoj ? Sed tamen ankoraŭ 
nun mia kapo estas en nebulo, kaj nenion volas fari. Kial nii estas tia, mi 
mem ne komprenas.

En sia tempo, kiam mi laboris sur la scenejo, kaj kiam libertempo dauris 
iom longe, tiam mi ofte sentis min tiel enua, ke la libertempo persekutis min 
ai la deziro tuj eklabori. Amikino en tiu tempo vizitas min kaj foje demandas, 
ĉu ankoraŭ ne venas al mi la deziro refoje ludi sur la scenejo. Seci nuna mi 
tute ne havas tian kuracon nek energion.

Nekredeble estus tiel senkuraĝaj ĉiuj postlasitoj de militfalintoj. Iel mi 
volas vigFgi min; se ĉi tia estus la edzino de militisto... Mi kuraĝiĝas min 
sed vane. Ial nekonscie mi fariĝis tute mallaborema, senstreĉa, perdis intereson 
en ĉio, kaj tion kontraŭi mi neniel povas.

Almenaŭ liajn memoraĵojn mi volis ordigi, kaj ĉirkaŭ ducent foliojn da 
fotografaĵoj sur la scenejo de la fruaj jaroj, mi povis kolekti kaj ilin algluis 
en la albumon- Sed ĉu nur tiom estas la tuto, kion en la mondo postlasis la 
aktoro Tomoda?

Lia mŭitmorto kaŭzis tiom da sensacio, kaj la nomo de Kaporalo Tomoda 
subite fariĝis granda. Tamen kiel edzino de aktoro, ne, kiel Ia edzino de 
Tomoda, kiu tiel dediĉis sian tutan konsciencon al teatroarto, mi sentas en 
meznokto nedormiga, kvazaŭ li riproĉus min el la tombo, dirante "Ĉar vi 
fuŝis la klarigon al Ia mondo, mia nomo kiel aktoro, fine estas forgesita, 
•ĉu ne ? M Dum mi konsideras, ekŝajnas al mi ke nenio estas pli efemera ol 
aktoro. Inter artistoj, mi kredas, pentristo aŭ verkisto restigas iliajn talentojn 
kaj penadojn en ia formo post sia formorto. Sed ĉu arto de teatroaktoro 
finfine restas nur momenta vivo sur la scenejo ? Ĉu ĝi estas kvazaŭ briloj 
de krakfajro, kiu formalaperas en la aero eĉ sen eta postsigno ? Al mi 
ŝajnas ke la bela sonĝo, kiun Tomoda esploris kun tiom da pasio, kaj ankaŭ 
mi sopiradis, la longe tenata sonĝo, nun paliĝas senbrue 女uste antaŭ mi.

Mi tamen refoje konsideras ke tio povas esti mia egoista sentimento.
Jam venis la nova printempo gratulinda por la leviĝanta Azio. Ankaŭ 

•mi devas refortigi la ĉevalon en mia brusto・
Jen ĉifoje, mi alfrontas batalon, la batalon kontraŭ malpleneco de mia koro.

—El Osaka-Mainiti9 jan. 2 —
Trad. de F-ino MATUBARA-YUKIE

がの



Karpo laŭ Sonĝo

Antaŭ multaj jaroj, dum la jaroj de Entyoc 1J en Mii-dera 23 estis bonzo 
nomata Rogi. Li estis fame konata pro la lerta pentrado. Kutime en pent
rado li ne okupiĝis multe pri statuoj budaismaj, pejzaĝoj aŭ floroj kun birdoj. 
Kiam li estis libera de templaj aferoj, li venadis sur la lagon en barketo : al 
fiŝantaj fiŝistoj li donis monon por fiŝoj kaptitaj, kiujn li liberigis en la akvon 
por observi kaj pentri kiel ĝoje ili naĝas: tiel post jaroj li fariĝis tre sperta. 
Foje li ekdormis obsedite en pentrado, kaj li sonĝis, ke li estas en la akvo 
kaj ludas kune kun fiŝoj. Vekiĝinte li tuj faris bildon kiel li sonĝis, kiun li 
fiksis sur la muron kaj mem titolis "Karpo lati son女〇.'' Svarmis ĝiaj admi
rantoj por peti lin pri la bildo, sed al ili li don's nur bildojn de floroj kun 
birdoj aŭ pejzaĝoj laŭ la petoj, sed neniel la bildon de la Karpo; al ĉiu li 
diris ŝerce, kiu povus doni la fiŝon nutratan de bonzo al la laiko, kiu rabas al 
la fiŝo la vivon kaj mangas ĝian karnon. La bildo kaj la ŝerco ambaŭ farigis 
famaj tre vaste.

Iun jaron li malsaniĝis; je la oka tago subite li fermis la okulojn kaj 
spiris la lastan spiron kaj mortis. Liaj disĉiploj kaj amikoj kolektiĝis kaj 
lamentis; tamen ĉar restis iom da varmo ĉe lia koro, ili pasigis tri tagojn 
kun espero, ĉirkaŭgardante lian korpon. Jen li ekmovetis la membrojn, kaj 
subite kun longa spiro li malfermis ia okulojn;li rektigis sian korpon kvazaŭ 
Ii vekiĝis, kaj demandis la ĉeestantojn :

"Ĉu pasis multaj tagoj cle mia senkonsciigo ?''
La disĉiploj kaj aliaj respondis :—

"Vi ĉesis spiri antaŭ tri tagoj. Kunvenis ne nur ni, de Ia templo, sed 
ankaŭ la sinjoroj delonge intimaj al vi, por priparoli la funebron; sed ĉar 
restis varmo ĉe la koro ni ne metis vin en ĉerkon sed gardadis; jen vi revi- 
viĝis, kaj ni 女 oj as kune, kiel feliĉe estas ke ni faris nenion alian/1 
• Je tio Kdgi kapjesis kaj ordonis :—

"Iu el vi iru sciigi al la domo de Sinjoro Taira-noSuke, la alta paroĥano, 
ke mi mirinde revivigis. Kvankam ili nun verŝus sakeon al si reciproke kaj 
farigus al si marinaĵon el freŝa fiŝo, tamen petu, ke ili havu bonecon tuj veni 
al la templo interrompante la festenon; kaj ili aŭdos de mi mirindan rakonton.
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Samtempe ne forgesu vidi kiel ili estas, kaj vi trovos miajn vortojn nen om 
maltrafaj.

La sendito kun dubo venis al la domo, transdonis liajn vorto n, observis— 
kaj je sia miro li trovis liajn vortojn veraj tiel ke la sinjoro Suke, kun sia 
frato Zyŭro, vasalo Karnori kaj aliaj ĉirkaŭ si, estas verŝanta sakeon. Ankaŭ 
la anoj de la domo tre miris pri ĉi tiu informo;la sinjoro, do, ĉesis la feste
non kaj venis al la templo akompanate de Zyŭro kaj Karnori kaj aliaj.

Kogi levis la kapon de la kuseno kaj dankis ilin pro la boneco tiel veni, 
kion la sinjoro Suke reciprokis per la gratulo de la reviviĝo. Kogi cetere 
demandis :—

"Volu aŭskulti min! Ĉu vi mendis fiŝon al la fiŝisto Bunsi ? °
Surprizita Suke:—
"Jes, estis ĝuste tiel;sed k al vi scias ĝin ? M
Kogi:

La ris sto Bunsi eniras v:an pordon kun fiŝo tri syakuojnC3 ■longa en la 
korbo. Vi gcludas〔し kun via frato en la ĉambro rigardanta la sudon. 
Karnori observas la taktikojn de la ludo, mordante grandan persikon. Vi 
Rojas, ke la fiŝisto kunportis grandan fiŝon, kaj donas al li la plenan desert- 
ujon da persikoj kaj ankaŭ vian pokalon por trinki el gi tri fojojn. La kuiristo 
kun memfida mieno elprenas la fiŝon kaj pretigas marinaĵon—nu, vi vidas, ke 
mi ne eraras en la rakonto.^,

Suke kaj liaj homoj aŭdis ĉi tion unuj kun miro kaj aliaj mistifikite, kaj 
ili demandis fervore, kial ii scias tiel detale.

Kogi do rakontis :——
''Ĉi tiun fojon mi suferis pro la malsano tiel forte, ke mi ne konsciis la 

morton—mi volis iom liberigi de la febra varmego; mi eliris la pordon kun 
helpo de bastono, kaj kvazaŭ mi forgesis la malsanon, mi sentis min kiel birdo 
fluganta el kaĝo en la Lberan aeron. Ĉu montojn ĉu vilaĝojn mi vagadis kaj 
fine atingis la bordon de la lago. Ekvidinte la freŝan akvon, mi volis kvazaŭ 
•en deliro min bani por plezuro, formetis la veston tie kaj ensaltis en la 
profundon; mi naĝadis tien kaj ĉi tien kaj min amuzis ĝis plena kontento, 
malgraŭ ke mi ne estis bona en la akvo de mia infaneco. Nun mi vidas, ke 
gi estis nur fantazia iluzio! Sed la homo ne povas tiel naĝi kiel la fiŝo; ĵen 
mi ekĵaluzas la naĝon de la fiŝo. Apud mi estis granda fiŝo, kiu diris al mi:— 
"Via deziro plenumigos tre facile. Volu atendi!ゝ Kaj ĝi malaperis en la pro 
fundon. Baldaŭ supren venis al mi ceremonie vestita persono, rajdante sur la 

〔157」



granda fiŝo kaj akompanate de multaj naĝuloj, kiu diris al mi:—" Jen estas 
dekreto de la Reĝo de la Akvo. Ĝis nun vi faris multe da bono, savinte 
vivon al fiŝoj, kaj vi nun venis en la akvon kaj deziras naĝi kiel la fiŝo. Vin 
favoras Li per donaco de vesto de ora karpo por ĝui subakvan vivon provizore. 
Sed ne pereu je hoketo de fiŝanto, trompite de bongusta allogaĵo!' Tiel dirinte 
li malaperis for. Pro la tro granda miro mi rigardis mian korpon kaj mi 
trovis min neatendite transformita n en karpon kun ore brilantaj skvamoj. Sen
skrupule mi ekvagis laŭ mia volo, svingante la voston kaj movetante la 
naĝilojn ・

Jen, blovas vento el la montosupro de Nagara kaj pelas ondojn, laŭ kiuj 
mi portiĝas ĝis la bordo de la Golfeto de Siga, kie min timigas la nudaj 
piedoj de oftaj vadantoj.—Do, mi volas min kaŝi en profunda fundo de la 
lago, sur kiu spcgiiliĝas la majesta Monto Hira, ho domaĝe, min allogas 
fiŝistaj torĉoj de Katada. Je la profunda nokto la lunon en la spegulo de la 
akvo mi trovas lumi super la Monto de Spegulo por sorĉi ĉiujn angulojn de 
la lago. En la mezo de la lago, ĉe la Insulo Tikubusima, la ondetoj lulas 
ĉarme ruĝajn palisojn de la sanktejo en la sama spegulo de F akvo. Jen 
ekblovas vento el la Monto Ibuki, kaj lagaj barketoj ekiras por veki min el la 
songo inter kanoj; ĉe la Transirejo Yabase mi evitas stangojn de pramistoj— 
ho kiom da fojoj min surprizis gardistoj de la Ponto cle Seta! En varmaj 
horoj mi naĝas ĉe la supro, kaj je la furioza vento mi evitas en la fora 
fundo. Subite sentinte malsaton kaj apetiton, mi iras vane tien kaj ĉi tien 
freneze, kaj mi renkontas baldaŭ tiun Bunsi fiŝanton. Lia allogaĵo ŝajnas 
tute bongusta. Tamen mia koro observas la admonon de la Reĝo de la Akvo 
kaj diras, ke mi estas disĉiplo de Buda〇. Eĉ se mi ne manĝos por kelka 
tempo, kial malpie engluti porfiŝan allogaĵon! Kaj mi iras for. Dume la 
malsato pli kaj pli kreskas, kaj mi denove pripensas, ke mi ne povas elteni 
plu—eĉ se mi englutos ĉi tiun allogaĵon, mi ne bezonas domaĝi la kapton. 
Mi havas nenion por timi, ĉar min li konas tro bone: kaj fine mi englutas 
ĝin. Bunsi tuj eltiras la fadenon kaj kaptas min. Mi krias:' Kion vi volas !' 
sed li ŝajnas ne aŭdi min kaj per la ŝnuro ligas min tra la branko・ Alliginte 
sian barketon inter kanoj, li enpuŝas min en la korbon kaj eniras vian pordon. 
Vi go-ludas kun via frato en la ĉambro rigardanta la sudon. Karnori apud 
vi sidas kaj manĝas la frukton. Je la granda fiŝo kunportita de Bunsi &uj 
multe ĝojas. Tiam al ili mi laŭtigas la voĉon kaj diras:—' Ĉu vi forgesis 
min, Rogi! Lasu min, lasu min reiri al la templo!' Sed ĉiuj ŝajne ne aŭdas 



min kaj nur ĝojas, frapante la manojn. La kuiristo min kaptas forte ĉe Ia 
okuloj per siaj fingroj de la maldekstra mano, kaj kun la bone akrigita tranĉilo 
en la dekstra mano Ii volis ektranĉi min sur la tabulo—tiam pro la tro granda 
doloro mi eligas plej teruran voĉon por krii:—" Kiu kuraĝus peki kontraŭ la 
disĉiplo de Budao! Helpu min, helpu!' Sed neniu aŭdas. Fine min ektuŝis 
la tranĉilo一kaj mi vekiĝis el la sonĝo?J

La aŭskultantoj forte miris kaj rememorigis al si laŭ la rakonto de la 
bonzo, ke tiam oni vidis la fiŝon movi la faŭkon sed ĝi ne aŭdigis voe on. 
Tamen, ĉar estis tute mirinde vidi tian fakton per siaj propraj okuloj, oni 
rapidigis serviston hcjmen por ĵeti la restantan marinaĵon en la lagon. De tiu 
momento Rogi tute resanigis kaj mortis la naturan morton post multaj jaroj. 
Je lia morto oni disĵe is kelkajn karpojn pentritajn de li, kaj Ia pentritaj karpoj 
fornaĝis en la akvo el la paperoj kaj silkoj. Pro tio liaj bildoj nun ne restas. 
Lia disĉiplo, Mitunari, estis fama, heredinte lian geniecon. Li pentris kokon 
sur la pordo por la Princo de Kanin; vidinte ĉi tiun bildon vivanta koko 
ekbatalis kontraŭ ĝi—tiel oni legas en mainova h；storio.

: Trad. de Suteo Ueda
Notoj de F Trad.

(1) la nomo de la jaroj 923 -93〇. ' •".

(2) Budaisma templo de Tendai-sekto, fondita en 672. Unu el la plej gravaj temploj 
en Japanujo, ankoraŭ nun ekzistanta en la urbo Otu; staras sur la monto 
Nagara, rigardante al la lago Biwa-ko, kiu estas fama kun la historiaj lokoj kaj 
belaj pejzaĝoj el kiuj estas menci itaj ankaŭ en tiu ĉi rakonto ekz. la Golfeto 
de Siga, la Monto Hira, la golfeto de Katada, la Monto de Spegulo, la Insulo 
Tikubusima, la Monto Ibuki, la Transirejo Yabase, la Ponto de Seta.

(3) "Syaku ” estas la japana unuo de longeco? 30.303cm.
(4) Go-ludo estas unu el la plej intelekte progresintaj ludoj tre antikva en Orienta 

Azio, kiun oni ludas duope kun blankaj kaj nigraj rondaj ŝtonetoj por venke 
okupi pli multajn el la 19 x 19 punktoj faritaj per 19 rektaj linioj ambaŭ laŭlarĝe 
kaj laŭlonge sur la ludtabulo.

高等學力無試驗檢定

合格者氏名發表

下記の諸氏は,學力檢定規約附則によ 

る高等學力證定證の附與を申:請されま 

したので，試驗委員會で詮衡の結果，こ 

れを適當と認め附與することにいたし 

ました。

附則第1項によるもの=1・城戶崎益敏（犬 

阪），2.堀内恭二（福岡），3.三宅史平C東京）, 

4.伊藤巳西三（束京），5 •馬場淸序（東京）。

附則第2項によるもの=6.磯崎巖（熊本） 

（著作:綠葉集。講習會指導9回,另IĴに人阪 

盲學校エスペラント科講師たること3ケ年）6

:昭和14年3月6日 ;；

,財團法人日本エスペラント學會・

理事長大石和三郞
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Renoviga Movado de Japanaj Literoj

Neniu povas nei pri la diro Ie, en la japana lingvo estas uzataj senorde 
du sistemoj de tute kontraŭaj literoj en ĉiu verkaĵeto: nome, ideografa kaj 
fono grafa. Mu taj historiaj dokumentoj montras al ni pri Ia kaŭzo jene. An aŭ 
ĉio venis el Ĉinlando ideografaj literoj plejmultaj kun tiama civilizo en tre 
mainova tempo, poste spontanee kreskis en Japanlando : kaj samtempe en la 
societo de Ia d ligentaj bonzoj komenciĝis la fonografaj literoj tute nerimark te 
de ili mem pri grava utileco en epoko post mil jaroj.

La rezulto de senzorgeco de V historio estas nenio alia ol konfuzo de nia 
lingvo, kiu dum multaj generacioj malhelpis la evoluon de nia civilizo, katenis 
nian paro】 kaj skribmanieron en ĉiutaga vivo- Reformemuloj el la japanoj 
jam tranĉetis la katenojn antaŭ 60 jaroj kaj movadas v.gle, pacience,—senre
kompence same kiel esperant stoj ama e travivas.

La movadoj dividigas en du specoj, nome, kanamozi- kaj romazi-m /vado. 
La anoj de la unua celas tute perfekt an fonografan sistemon, k u neniel 
miksuzas ideografan. (Ĉinan sistemon, en kiu pli ol 50,000 malsamaj sed similaj 
Eteroj estas uzataj kun apartaj ideoj). La romaziistoj deklaras forĵeti ambaŭ 
sistemojn, (ideografan kaj fonografan) kaj enkonduki anstataŭ ili Romazi-ojn 
(latinajn literojn.)

Verdire japanaj klerigitoj povas skribi tre facile romazi-ojn, sed tamen ne 
povas ĝin komprenigi al la cetera p ejmulto de la popolo kiu denaske estas 
edukita fremde pri la latinaj Eteroj. En tiu punkt□la kanamozi-movado estas 
pli facila, ĉar ĝia celo estas rest gi almenaŭ la p ej facilan sistemon, k u estas 
dorata al la geknaboj en la komenco de niaj elementaj itrnejoj.

Sed tamen, &uj estintaj, estantaj, kaj estontaj skribaĵoj pelas la gek*  abojn 
eniri la penegan lernadon kun ia minaco de aĉa titolo de senliterulo, se ili ne 
akirus dum la juneco grandan amason da ĉinaj literoj. Aliflanke fremdaj 
lingvoj influas sur nian lingvon (speciale angla, ĉar ĝi jam estas enkonduk ta 
en la liceojn mulhore en semajno), kaj fine tute malpurigis japanajn vortojn kaj 
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literojn. En la mezo de tiaj cirkonstancoj ni trovas nin mem.
Oni vidu en la regiono de Cinlando sub la novaj reĝimoj starigitaj dankal 

la severaj penadoj de bataladoj: ambaŭ nacianoj (ĉinoj k japanoj) jam ekpre
feris kunlabori kaj la konvinkitaj &noj komprenemaj deziradas lemi la japana 
lingvon. Sed bedaŭrinde japanoj devus bone forĵeti ĉinajn literojn kiuj ŝajnas 
karaj al la konvinkitoj.

Kelkaj diras, enkonduku " romazi-sistemon M; kelkaj eĉ plantis kanamozi-ojn> 
Sed laŭ mia opinio, ambaŭ sistemoj neniel enhavas praktikan rimedon plibonigi 
la japanan lingvon kiu jam estas ma bonigita, kaj plejalte traktite, nur rilatas al 
la skribmaniero. Do, kiamaniere akiri la evoluon de 1'plibonigita japanlingvo ?

Antaŭ kelkaj tagoj (ne monatoj nek jaroj) nia ministro de edukado diris 
en la parlamento, responde al demando de deputito:por ke ni instigu al 
fremduloj uzi la japanan lingvon kiel popularan potencan lingvon, oni devas 
unue malŝveligi la uzadon de V ĉinaj literoj kaj samtempe de alia flanko 
devas prosperigi nian lingvon en ĝia boneco. Por fari tion, kelkaj pensoj 
estos praktike transdonataj al Pliboniga-Societo de la Japana Lingvo：

Tiaj problemoj kiaj mi ĵus menciis supre estas tiel grandaj ke nenia sola 
kapablulo povus solvi ilin escepte geniulon, al kia oni sekvu kiel ni( sperant- 
istoj sekvas al nia majstro Zamenhof. Ankaŭ oni ne atendu la so von al 
akademio aŭ ia aŭtoritateco, ĉar nia majstro jam antaŭe de sia prudenta 
pensado konkludis ke 女i ne plenumigos certe. Kvankam tio estas domaĝega 
por nia pliboniga movado de japanaj literoj, sed vero estas vero. Dlversaj 
provoj de ambaŭ s: c:etoj (kanamozi kaj romazi) faritaj, farataj kaj farotaj estus 
mai multe efikaj, mi kredas.

Nur prosperetoj estas informitaj ke kanamozi-aferoj sukcesus, ĉar iom 
p()s£ iom, laŭ malgandaj paŝoj, ĉinaj literoj estas forjetitaj kaj kanamozioj 
abundigataj. Kaj ankaŭ mi (kiel esperantisto) konfesas entuziasman emon en 
mi por kanamozi- kaj romazi-aferoj, kaj sopiradas ke la japana lingvo senpro- 
kraste pliboniĝu kaj ĝia literaturo prosperegu, kompreneble kun esperanto・

Atendante al niaj idoj perfektan du-lingvo-sistemon,一unu, Ia plena nacia 
japanlingvo kaj Ia internacie helpa, la altgrade evoluigita esperanto, mi cerbu
madas ・ (La 31-an de Januaro,1939)

Keizo HASIDA
(161)23



伊藤己酉三

和文エス譯研究會

naciaとしてはいけま 

せん〇 nacireorganizo 
は何だかナチスの再組 

織みたいですね。re
organizo de la nacio

拒遽者.A氏

會員 B, C, D, E, Fの諸氏

A:皆さんお揃になりましたから,すぐ始 

めることにしましょう。今日の問題は先ず

政府の計劃している國民再組織は支 

那事變勃發以來實施されている國民精 

神總動員運動の强化を目的としたもの 

てある。

です。何だか難しそうです力;,そんなに難し 

くはないと思います。

第一に「割劃する」から始めて頂きましょ 

う。

C: projektiでよいと思います。

F: intenciでもよくはありませんか〇

B: intenciではただやろうと思っている 

だけで計厠するまでになっていないと思いま 

す。寧ろentrepreniならよいでしょう。

D : entrepreniとゆうと事業を興すよう 

ですね。Planiなら惡くないでしょう。

A :先づprojektiカ、planiでしょうね。 

次の「國民再組織」は。

B :再組織はreorganizoでよいと思いま 

すが,國民はpopolojとして,reorganizo de 
Ia popolojでは如何でしょら。

A： popoloは厂民衆」.ですから複數にす 
れば各國の民衆となりま・よ。

F :何時か前にanoj de nacioとゆう語が 

使われているのを見ましたが，reorganizo de 
la nacianojとすればよいのではありません 

か。

C: 此處ではnacia reorganizoで充分で 

はないでしょうか。或は一語にしてnacire- 
organizo でも〇

4 でよいと思います。
'ゝ' .,厂支那事變一は前に

■・ エスペラント誌の和文

:ス譯欄に出ましたが御記憶ありませんか。

Ĉina Aferoとなっていましたね。英語では 

China incidentとしているようですが,エス 

ペラントではinci dentoを附隨事件の意味に 

使っています〇 konfliktoを使うならĈino- 
japana konfliktoとなるのですが,日交紛爭 

と支那半變とは必ずしも同一ではないと思い 

ます。

「勃發jはどうしますか。

D : eksplodoが普通ではありませんか。

E : ekestoカ、komenciĝo でもよさそう 

です。

A: eksplodoでよいでしょう。ekestoや 

komenciĝoでもわかりますが弱い感です,次 

に移って厂實施する」ですが,可成お考えに 

なる必要があるだろうと思います。

C: efektivigiが一番よさそうに見えます〇

B： validigiはいけませんか。

A:和エスには厂法律」と斷ってvalidigi 
が出ています。つまり効力を生ぜしめるとゆ 

う意味ですから此處には適しません。efek
tivigi でもよいかも知れませんが,もっとよ 

いのがありそうですね。蜜施とゆう語が惡い 

のかも知れませんが,つまり,運動が行われて 

いるとゆうことなのです。efektivigiは實現 

させることになります。 ・

D: funkciiカゝfunkciigiではどうでしょ 

う。 ; ・ペ「叱

F: praktiki, plenumiなんかも實施する 

ことになりませんか。

A: praktikiもplenumi •も實施には違い 

ありませんが此場合にはびったりしません。 

結局funkciigiですかね。iriも例えばLa 

movado iras kontentige.等使われます〇

「國民清祈總動員」は難しそうでナね。何と

(162) A:此處では 民を再組織するのですから 譯しますか。勿



E: ĝenerala mobilizado de nacia spirito 
はどうですか。

F: nacispirita ĝeneralamobilizo と 簡単 

に片付けたら。

A:之は國民精神を毗員するのか,國民を 

精神的に動員するのかとゆうことになります 

が,私は國民を精神的に動員するのだと考え 

るんです.

D:そうですね。そ5すればspirita mobi
lizo としなければならないわけですね。

A: spirita mobilizo ĝenerala de la nacio 
となるわけです。厂强化」はfortigoかpli
vigligo でよいでしょう。

では語句の譯はそれ位にして文を作ってみ 

て頃きます。

最初はFさんの譯です。

La reorganizo de la nacio projektata 
de la registaro estas bazita sur la 
celo plifortigi la movadon de la 
generala mobilizado spirita de la nacio, 
kio estas jam en funkcio okaze de 
kiam Ĉina Afero eksplodis.

D: bazita sur la celo は celas だけの 

方がよくはありませんか。

A:何れでもよいでしょう。ĝeneralaと 

spiritaの位置は取換えた方がよいと思いま 

す。このまゝで惡いとゆうのではありません 

が。又kioはkiuとするのが普通です。

E: funkci 〇をfunkciado としたらどん 

なものでしょう。

A:此處はagoの意味ですからadを付 

けるべきですね。okazeは要りません。de la 
okazo, kiamとすればそれでよいのですが。

次はBさんのです。

La reorganizo de la nacio, kiun la 
registaro projektas, celas fortigi la 
movadon de spirita mobilizo ĝenerala 
de la nacio, kiu estas jam funkciata 
de tiam, kiam la Ĉina Afero eksplodis.

E： funkciata は funkciigata とすべきも 

のではありませんか。

A:そうです。funkciiは自動詞ですから。

併しそれよりfunkciantaの方がよろしい。 

その他は大體よろしいようです。 •

ではCさんのを一つ。

La reorganizo de la nacio projektita 
de la registaro celas plifortigon de la 
movado de ĝenerala mobilizado spirita 
de la nacio, kiu jam funkcias ekde 
la eksplodo de la Cina Afero.

C: projektita は projektata としなけれ 

ばいけませんでした。

D:他には申分ありませんね。

A:唯間題はekdeでよいかとゆうこと 

なんです。ekdeは同時に始まるんですが， 

depostはde postを一緖にしたので,共後 

に始まることになります。この場合はdepost 
の方が適當だと思います。

他の方のも大體同じですから次に移りまし 

よう。私が譯しても似たりよったりですが, 

念の爲に少し變えてみますと,まあこんな所 

でしょう。

La reorganizo de la nacio projektata 
de la registaro estas por la celo pli
fortigi la movadon de la spirita 
mobilizo 女enerala de la nacio, kiu 
funkcias depost la eksplodo de la 
Ĉina Afero.

問題Bは今度も會話の一部で

失禮てすが誰方ていらっし卩います 

か。何處かてお目にか\ったように思い 

ますが，お名前を思出せません。

普通にある例です。厂失證ですが」かやどう 

ぞ。

E : maldece mi demandas では如何です〇

A : maldece を使うならば estas maldece 
demandi と力、mi petas vian indulg n pri 
mia maldecaĵo demandiとかすべきでしょ 

うか;，別な言葉があるでしょう。

B: Bonvolu permesi al mi d mandi は 

いけませんかb •
C: Pardonuでいゝんぢゃありませんか。 ¢163)



A:どちらも間違ではありません。相手が 

同輩か目下ならPardonuだけでもよいと思 

いますが,あまり丁寧ではありません。序・ 

mesi を使うなら Ĉu estas permesate al mi 
demandiとすればよいでしょう〇又Pardonu. 
Ĉu mi povas demandiとしてもよろしい〇 

しかし,maldecaとか maldiskretaとかを使 

うことは普通ありません。次の「何處加で/ま 

何でもないでしょう。

D: ieでよいと思います。

F: en iu lokoでも同じわけですね。

A:同じには違いありません力;，Skoを 

使うとあまり限定された感がありますから, 

ieとしておいた方がよいでしょう。厂お目に 

か、る」も極く普通ですね。

B : renkonti ですか〇

A 1いや。vidiなんです。vidiは必旷し 

も厂見かける」とは限らちいで，こうゆう場合 

にも便います。例えばĈu mi povos vidi vin 
morgaŭ ?は「明日お目にかゝれますか」と 

ゆうことなんです。renkontiにすると「出遇 

う,遭遇する」ですから少し違った意味になる 

ようです。丁寧に言うとすれば，havi honoron 
vidiとカゝhavi okazon vidiとかすればよい 

でしょう。

D : konatiĝiでもよくはありませんか。

A:それも惡くありませんね。しかし唯 

逢ったというだけを言うのならvidiの方が 

よいと思ひます〇

< : 非常に丁寧にhavi aŭdienconとした 

らどうなりますか。

A : aŭdiencoとするとつまり謁見を賜わ 

るので,相手が王樣とか王子とか非常に身分 

の高い場合なので,此處では釣合力;とれませ 

ん〇

「思出す」とゆうのはどうです。

F :普通にrememoriではどうですか。

D : revoki en memoron と してみたら ど 

んなものでしょう。

门:どちらもよろしいんですが,私はre
memorigi al mi卽ち思出そうとするんだが 

思出せないとゆう意味を含ませれば尙よいと 

思うんです。revoki en memoronも大體そ 

26 (164) 松に近いと思います。さて,それでは作文し

て頂きます。

Dさんのは

Permesu al mi demandi, kun kiu mi 
havas honoron paroli ? Mi pensas, 
ke mi jam vidis vin ie, sed mi ne 
povas revoki en memoron vian nomon.

C: demandosigno は婆るんでしょう力、。

B : Permesu al miが主文ですから要り 

ませんね。

A : memoron vian nomon と目的格力:續 

くのは面白くありませんから vian nomon 
en memoronとした方がよろしい。その他 

に惡い所はないですね。

次はEさんのです。

Permesu. Cu mi povas demandi, 
kia estas via nomo ? Kvankam al mi 
ŝajnas, ke mi vidis vin ie, tamen mi 
ne povas rememorigi al mi vian 
nomon.

D :こんな時はPardonuではありません 

か。

A :そうです。permesiは許可すること 

なんで,日本語では同じように「ゆるす」と 

譯されますがpardoniの厂ゆるす」とは達 

います。それかちkia estas via nomoはkiu 
vi estasと同樣あまり丁寧でありません。や 

はり kun kiu mi havas honoron paroli 力: 

普通でしょう。

Pardonu min demandi, kiu vi estas ? 
Mi rememoras ke mi vidis vin ie, sed 
mi ne rememoras vian nomon.

B : mi rememoras はお目にかゝったこ 

とは確かだとゆうことになりますね。

A:そうです。

C: Pardonu もこの文では permesuと 

するわけですね。

A:では時間になりまLたから終りにしま 

しよう。私の譯し方を径參考にします。

Pardonu al mi, ke mi permesas al 
mi demandi, kun kiu mi parolas・ Al 



mi ŝajnas, ke ie mi havis honoron 
vidi vin, sed bedaŭrinde mi ne povas 
rememorigi al mi vian nomon.

ー讀者から前月號のmalsame olのolは 

比較級の後に來るものだからmalsame deと 

しては如何との質問がありました。deも用 

いられるのですが,近頃は〇1がよく使われ 

るようになりました。〇!は必ずしも前にpli 
を要しないで,例えばantaŭ ol, alia o!等の 

樣に形の上からは比較でなくても,二つの同 

等でない事柄に就て,述べる場合に使われま 

す。malsame olも ・種の比較と考えられる 

わけです。尙sama（e）にはkielが普通です〇

成績發表

a. 申し分のないもの。

b. 多少缺點はあるが全體として勝れ 

たもの。

c. 致命的は誤謬はないがbに劣る 

4）の。

ĉ, 缺點の可成り目立つもの。 

d・尙多少研究を要するもの。

名前の載らないものは充分エス文の搆 

成に就て硏究を要す。
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新課題•六月號發表• •：

A.彼の言う理窟は充分筋道が立つ 

ているようだが,何となく卽座に賛成の 

出來ない感じがしてならない。

逆は必ずしも眞ならずと人が言 

う通り,エス文利譯は樂だが,和文エス 

育睪はとても難しい。

規定 制限:A, Bいずれか一方を擇んで 

應募すること。（兩力へ應募したばあ 

いはAの分を無効にする）。

氏名:誌上での匿名は门山であるが,原稿に 

は,必ず住所氏名叨記のこと〇

用紙:ハガキまたはハガキと同じ型の紙。 

締切:4 H 5日着便。

宛名:學會内厂和文エス課M条。

エスペラント學力檢定 

高等試驗施行公吿

期日昭和14年4月23日午後1時

場所大阪市〈固場:大阪早稻田倶樂部） 
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小坂狷二

前置詞略解40XXIV TRANS
1（a） Trans +主格:【向側,卽ち越 

した位地】（イ可）の向う側に（在る）；（b） 
Trans的格:【越す】（何）の向う側 

へ（行く），（何）を越して（行く）。

Ili loĝas kontraŭ nia domo, trans 
la strato.あの人達の家は手前共と向い

合いで,通りを越した向う側。・

La hirundo flugis trans la rivero 7, 
ĉar trans la rivero sin trovis aliaj 
hirundoj.燕は川を越して飛んで行きま 

した,それは川向うに他の燕が居たか 

らです。

Nia vilago troviĝas trans la monto. 
わしが村は山を越えた向う側。

Instruisto: „Kial Kanibalo iris trans 
la Alpoj死?" Lernanto: „Ĉar tiam la 
tunelo ankoraŭ ne estis preta." 先生

『ノ\ンニバル將軍がアルプスの天險を 

越したのは何故ですか』生徒『當時ト 

ンネルがまだ出來て居ませんでしたか 

らです』

Tio estas belaj rakontoj el trans la 
montoj.それはお山の向う側から傳わっ 

て來たうまい話だ（話ばかりで物には 

ならぬ,鰻の香だ）。

Kiu trans muro aŭskultas, tiun la 
S （166） muro insultas. 壁越しに盜み聞きする

者は壁に罵られる（ろくな事はない）

〔諺〕

Longe li staris revante sur la ponto, 
kiu korr ukas trans Amon.アルノ 河

にかけた（川を越してゆく目的格附）橋 

の上に永いこと空想にふけってた、ず 

んで居た。

Oni metis tabulon trans la rivereto・ 
小川に板を渡した（板が川を越して移 

動するのでないから目的格を附せず）〇 

Pensoj iras trans la limo sen pago 
kaj timo.人の考えと云うものは（關稅 

も）拂わず怖れ氣もなく國境を越えて 

飛躍をするものだ。〔諺〕

〔註〕越して行くのであるから本來ならば 

trans Ia limonと目的格にすべき所。玆には 

irasがあるから常識上『越す』意は明かであ 

り,且つtimoと韻を合わすためnを失敬し 

た詩の自由型。

Por la unua fojo trans la buŝon 
de la rigidmiena mastrino gUtis nun 
rideto..初めて微笑がしかつめらしい顔

付をした主婦の口邊をかすめた。

La mondo trans la tombo. 墓の彼 

方の世界（あの世）。

La landoj trans maroj・ 潮路を越え 

た海外〇 .

2【造語】（1）それを越した向う側の 

（位置にある）：transe向う（側）に,彼 

方に,transo 向側,彼岸,transmaraj 
landoj海の彼方の國,海外〇

Per unu eksvingo ŝi transflug.s sur 
la transan bordon. ヒラリと（一とと

びで）向岸へ飛び移った。

Mi dezirus transiri kaj vidi bonan 
landan, kiu estas transe de Jordan.
越えて行ってヨルダン河の彼方なる彼



の良き國を見ばや。

（2）移ってゆく，越す〔自動1（或場 

所を越して）移す,（或人を經て'）渡す〔他 

動］〕:transigi, transiri 越す,移る， 

transpasi 越えてゆ く,越す,transkuri 
走って越す,transsaltiとび越す,trans
planti 移逋する,transverŝi注ぎかえ 

る,transloki 移す,translokiĝi, trans- 
loĝiĝi移動する,移轉（ひっこし）する。

Li faris sian lastan translokiĝon.= 
Li diris adiaŭ al la mondo surtera.彼 

は最後の移轉をした（とは:此の世に 

お別れ,死んだ）。

Li ĵetis la botelon supren kaj ĝi 
transtumiĝis en la aei•〇.彼は壤を投 

げ上げた，すると埃は空中でクルクル 

まいをした〇

Okcent, naŭcent... Oho! transpaŝas 
milon.ハ百，九百…•ホヽオ千を越す 

そ。 •

Li transvivis &ujn siajn fratojn. 兄 

弟は皆死に絕えて彼だけ生き殘った。

Pro raviteco li faris transkapiĝon 
{aŭ saltis transkapiĝe）・ 恐悅のあまり 

彼はトンボがえり（でんぐりがえし）を 

打った。

Ni t ransatendis la malbonan veter
on. お天氣が恢復する迄待った（惡天候

を待ち越した）。

Bonvolu transdoni mian koran salu-
ton al sinjoro via patro.どうぞお父樣 

・へよろしく（私の挨拶を）お傅え（御渡 

し）下さい。 ・

Mi transsendos al vi la librojn tuj 
kiam eble.本は都合つき次第（速急に） 

おとどけいたします〇_____

Skribisto transskribas （=kopias）

paperojn.書記は書類を寫す〇

Li transigis [aŭ turnis） foliojn, ペ 

エジをめくつ（繰つ）た。..‘ •

La servisto transdiris al li la vortojn 
komisiitajn.下男は賴まれた口上を申 

し傳えた。

Transportu la seĝojn de tie ĉi sur 
aliajn lokojn.椅子を此處から餘處へ移 

せ。

Li transformis sin en la figuron de 
knabino・彼は乙女の姿に變裝した（變 

形した）。

Transigilo 轉轍器（=relŝanĝilo）.

'作文練習XXI

1. 君からの贈物は彼に渡しました。

2. 彼女は驅けて往來をつゝ切った。

3. 彼はふり返って肩越しに僕を見た。

4. 僕等は塀を乘り越してはいった。

5. 君は此の川を泳ぎ越せるかい。

6. 海の彼方に薄霞む山は上總か房州か。

7. それは吾輩にとっては對岸の火事だ。

& 老人は眼鏡越しにジロリと僕を見た。XXV P0
1.【ずつ）『（各々ĉiuいくつ）宛』〇 

意。 ・

Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek 
du pomojn kaj al ĉiu el la infanoj mi 
donis po tri pomoj・ 子供四人にやるた 

めに林檎を十二買い,子供銘々に林檎 

を三つ宛やりました。

Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; 
tial se mi legos en ĉiu tago po dek 
kvin paĝoj, mi finos la tutan libron （167） 29



en kvar tagoj. 此の本は六］•頁ある〇 

依て每日十五頁ずつ讀めば四Hかゝっ 

て此本全部を課み了 〇ます。

Mi kudrados po dek horoj ĉmtage 
por dudek spesdekoj, 二十錢いた じい 

て毎日十時間宛お針仕事を致しましょ 

う。

〔注意〕（d）・此等poに伴うĉiuは略 

してもわかる:

Ŝi ricevis du lecionojn, po dudek 
spesdekoj por horo （=por ĉiu horo）.

一時間に付（=每時）二十錢宛の授業二 

課業が貰えた。

Mi fumadis cigaredojn po dudek 
rubloj por （ĉiu} cent:〇・百本當り二十 

留の葉卷を吹かしたものだ。

Kruda silko po ses ŝilingoj por （ĉiu） 
ulno. ーエール六シリング（宛）の生絹〇

Dume （ĉiu el） la gastoj trinkis po 
glaseto da vino, oni bone glutis, oni 
fariĝis viglaj.お客は酒を一杯宛飮み, 

誰も盛んにパクついてはしゃいだ。

Ŝi koleris pro tio, ke la urbestro 
tiel povas paroli pri la guto, kiun 
ŝi ricevis, dum la urbestro aranĝas 
grandan tagmanĝojn, kie la viro estas 
ti-inkanta po tutaj boteloj. 市長さん自 

身は午餐仰を設け,そこでは人はお酒 

を何本も何木もと（杯で一杯宛など云 

うケチ飮みではなく壤何本宛も）飮む 

癖に彼女がきこしめしたチョツビリの 

酒（一滴）のことをよくも兎やかく文句 

が云えたものだと彼女は腹を立てたの 

である。 ・

C註］tutajはplenajの意味で單に『多數, 

夥しさノを表わすのに用いられることがある。 

如（168）（普通!aを伴わず）。

El la bestoj, po paro venis al Noa 
en la arkeon, virbesto kaj ino, kiel 
Dio ordonis.（聖書 Genezo の話:Noa 

の大洪水の時禽獸のたねが地上に絕え 

ぬ樣）神が命じた通り,動物の雄雌が 

ーとつがい宛ノアの處へ來て箱舟の中 

へはいった〇

（3主意〕（e）. Poはロシャ,ポーランド 

語の前置詞から探ったもので,『ずつ』と 

云う語を有する日本人には變哲もないが 

かゝる前置詞を有しない四歐人には荷厄 

介に見えるらしい。事實&uがある場合 

には『各自（いくつ宛）』の意が含まれる 

からpoはなくてもわかる。例へば木車 

の第一彳列は al ĉiu el la infanoj mi donis 
tri pomoj”（『各人に二つつやった』）とpo 
を省略しても差支ない。然しpoを用い 

れば『各人に過不足なく三つ）宛』の意 

が强調され,はっきりする。殊にla gas
toj trinkis po glaseto などは &u el la 
gastojなどとこと更に云わなくてすみ, 

便利である。

£主意〕（Q・Poはその意味は副詞的助 

辭に似て居るが前置詞であるとすれば目 

的格は伴わしめないのが理論的である。 

ィ列;thf mi donis po tri pomoj竝 と壬tわ 

ず,po tri pomojとすべきである〇

2【造認】Vendi pogrande卸賣をす 

る;vendi pomalgrande 小賣をする; 

pomalmute 少し宛〇

Kaj la gefianĉoj popare iris al la 
altaro.婚約男女は•一と組一と配偶,一 

と夫婦）宛祭壇へ進んだ。

〔比较］Hi promenas duope. 二人づれで 

散步している。



KBS 寸oto

Cambro por virinoj

J^REŜAJ floroj enmetitaj en vazo 
refreŝigas kaj purigas nian koron 

kaj penson. Precipe kiam la floroj

Notoj pri Floraranĝo
Yukiko ISOBE

estas aranĝitaj per lertaj manoj, • •
elegenta beleco de linioj kaj harmonia nuanco de koloroj donas al ni 
inspiron altan kaj noblan, eĉ religian. Antaŭe mi ne komprenis el kio 
venas la alteco kaj nobleco de iliaj figuroj. Sed konatiĝinte kun kelkaj 
kompetentaj flormastroj, mi ekkomprenis, ke la religia respektego, kun 
kiu ili rigardas florojn, manifestiĝas nature en ilia florkompozicio. Ili 
neniam detranĉas senatente eĉ unu brandeton, sed zorge elektas ĉiun 
branĉon por kompletigi la estetikan kompozicion, kiun ili havas en la 
koro. Kiom da zorgemo kaj sincera amo estas pagitaj por manipuli eĉ 
unu floron aŭ folion! En tiu punkto, la sintenado aranĝi florojn, kiel en 
multaj aliaj, diferencas ol tiu en okcidentaj landoj, kie nur floraj trunketoj, 
kapoj ofte sen korpo, estas konfuze ĵetitaj en vazon. Vere la propra 
studo pri aranĝmaniero de floroj estas tute unika al la japanoj. Tiu fakto 
multe interesis min speciale en la historia disvolviĝo de tiu ĉi karakteri
za arto japana, pri kio mi ial sentas inklinon koncize skribi, malgraŭ ke 
mia kono kaj sperto ankoraŭ ne sufiĉas provi tian riskon.

**睿

Pri la origino de floraran$o troviĝas tre • multaj konfliktaj legendoj. 
Sed sufiĉe da aŭtentikeco restas sur la fakto, ke en antikva Hindujo 
budaismaj monarĥoj, pro senlima kompatemo por ĉiuj vi vantaĵoj, ofte 
iris kolekti rompitajn florbranĉojn post la ŝtormo, kiujn ili ĉirkaŭligis kaj■
metis en akvujon, kiun ili metis sur la altaro.・ T io fine kondukis alporti 
kutimon oferi florojn al Budao, kaj la kutimo estis transportita al Cinujo 



kaj Koreujo kune kun la budaisma kredo. Aliflanke kelkaj libroj rakontas 
al ni, ke antaŭ tiam hindoj jam kutimiĝis meti florerojn aŭ florojn en 
vazojn aŭ aliajn ujojn, ĉar ili tre ŝatis bonodoron de floroj. Ĝi tre similas 
al la maniero larĝe praktikita en okcidentaj lan doj. Ĉu estus permesate 
supozi, ke en Hindujo du diferencaj ideoj pri floraranĝo komenciĝis kaj 
respektive prenis malsamajn vojojn, unu al Malproksima Oriento, kaj la 
alia al Okcidento ?

Ĝenerale oni kredas, ke al Japanujo unuafoje alven;s la kutimo oferi 
florojn, eble en la formo de primitiva bukedo, je la mezo de Ia 6-a jarcento, 
kredeble tra Koreujo, kiam la budaismo estis enkondukita de tie. Tamen 
ni jam propre havis similan kutimon grupigi branĉojn, kiel ni trovas la 
plej fruan priskribon en la fama rakonto, " Ama no Iwato 笃 ke Ame no 
Koyane no Mikoto metis belegan Sakaki antaŭ la pordon de la roka 
kavo, kie Diino Amaterasu Omikami sin kaŝis ・ Deposte flor ofero en la 
sintoismaj ritoj sekvis tiun tradicion, kaj oni ne uzis florojn, sed principe 
ĉiamverdajn arbobranĉojn, Sakaki. Kun la disvastiĝo de la budaismo en 
Japanujo, la simpla japana formo de floraranĝo estis multgrade modifi- a 
de la budaista stilo, por kiu oni uzis prefere belkolorajn florojn; tiu 
transira formo de floraranĝo iom post iom alformigis en difinitan kai 
karakterizan arton, trapasante kelkajn stadiojn en la kreskado.

En la fruaj tagoj de la historio de tiu ĉi arto, ni devas mencii la 
nomojn de du personoj, Syotoku Taisi kaj Ono no Imoko. Ili provis 
unuafoje realigi ilian pian inspiron per plej eleganta formo, uzante florojn. 
Laŭ on idiro Syotoku Taisi instruis la budaist-stilan flor oferon juste en- 
portitan al Ono no Imoko, kiu bone nutris kaj generaligis tion. Li vojaĝis 
al Ĉinujo trifoje, kun la komisio de Syotoku Taisi*  dum la periodo de Sui 
dinastio por studi budaistan filozofion kaj ŝtatan administradon, samtempe 
artojn kaj metiojn, kiuj estis tiam en plena florado tie. Post kelke da 
tempo li rezignis sian oficon kaj fariĝis la estro de Rokkakudo Templo 
en Kioto por dediĉi al Budao la reston de sia vivo. Li kviete pasigis 
liberan tempon ornami la altaron de Budao per floroj, kiujn li arangis 
ĉefe lau la ĉina modo kun lia elpenso- Multaj venis al li peti instruon 
pri la aran女maniero, kiun li praktikis, kaj konsekvence naskiĝis skolo 

显 C170)



portanta la nomon " Ikenobo "• Tiama stilo spozeble estis la antaŭkuranta 
tipo de Rikka kaj Seika. La nomo <4 Ikenobo kiel oni legas, signifas 
“ monarĥejo apud ladeto':. ĉar Rokkakudo Templo, kie Ono no Imoko 
logis, situadis apud lageto. La urbanoj de Kioto laŭkutime nomis la 
templon tiamaniere, kaj tiu alnomo fariĝis la nomo de lia skolo.

Dum ĉirkaŭ sescent jaroj, de la Suiko Periodo ĝis la Kamakura, ĉiuj 
fazoj de socia vivo progresis mirinde kun la Imperia Kortego, unue en 
Nara, due en Kioto, kiel la centro. La kulturo transplantita el ekstere estis 
bone japanigita bazite sur la vekiĝinta nacia konscio・ Spegulante riĉecon 
kaj elegantecon de tiuj periodoj luksa kaj grandioza florkompozicio " Rikka 
tre popularigis inter ne nur budaismaj pastroj, sed ankaŭ korteganoj. 
Senkei, la 12-a estro de Ikenobo-skolo, kiu vivis en la 11-a jarcento, 
estis la unua persono kiu publikigis skribaĵon pri Rikka, determininte re
gulojn. Por Rikka pinoj, 
bambuoj, aŭ aliaj 
verdaj branĉoj estas 
uzataj kun kombio de 
belegaj floroj ・ Ofte ĝi 
atingas pli ol 6 futojn 
en alteco kaj bezonas 
du-tri tagojn kompletigi. 
Ĝis la fino de la 12-a 
jarcento Rikka tenis 
sian potencon en flor- 
aranĝo, kvankam, kune 
kun tiu ĉi ellaborita*  
stilo, ekzistis alia stilo, 
kompare pli simpla, 
"Sasibana'' aŭ '' So
ka

KBS 寸oto—Daurigota ——
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Hungarujo, Nia Amiko
Toki KAWAHARA 
Mitue YAMAGATA

L Kion scias japaaaj viriaoj pri Hunzarujo 

aŭ Hungaroj ?
2 Kion ni devas fari eo kultura kaj kom

erca rilato inter Japanujo kaj Hungarujo?

3. Kion japanaj virinoj deziras ricevi de 
Hungarujo, kaj kion fari por Hungarujo?

4. Kion japanaj virinoj volas fari por pli

profundigi amikecon inter Japanujo kaj 

Hungarujo ?
5. K.on faras japanaj virinoj en la Esper- 

anto-mcvado en Japanujo?
6. Kial jt panaj virinoj lernas Esperanton ? 

Ktp.

Lastatempe unu el niaj grupaninoj ricevis de hungara samideano 
leteron, en kiu li petis al ni manuskripton responde al la supre cititaj 
demandoj・"Hungarujo !" Ni havas tute freŝan rememoron pri tiu nomo. 
Ĝi estas nomo de la sama lando, kiu la lOan de Januaro nunjare oficiale 
agnoskis Manĉukon kaj tuj poste la 13an de la sama monato aliĝis al la 
Kontraŭkomunisma Konvencio inter Japanujo, Germanujo kaj Italujo.

Sed, ĉu ni havas sufiĉan konon pri Hungarujo por respondi la de
mandojn ? Ĉu ni ne vualis tiun landon per fantazia impreso de Hungaraj 
Kapriĉoj de F・ しiszt ? ■

Nun, kiam internaciaj rilatoj estas tiel delikataj kaj intergentaj de 
mandoj postulas al ni tiel urĝan respondon, ne estas tute senulite, ni 
pensas, prezenti skizon pri la lando de hungaroj, kiuj kiel dirite havas 
sangan parencecon kun ni japanoj •

Hungarujo estas reglando okupanta proksimume la saman larĝecon 
de nia Hokkaido sur la ebenaĵo de Mez-Eŭropo- Ĝenerale uzata nomo 
“ Hungarujo '' devenis de la angla lingvo '' Hungary.f, Sed hungaroj mem 
nomas sian landon " Magyarorszag " same kiel ni nomas nian landon ne 
"Jzpan,' sed ° Nippon.0 La hungaroj estas Magyar-gento, kiu de Ja 5a 
ĝis la lOa jarcentoj transiris kun kelkdeko da aziaj gentoj el Mongolujo 
al Eŭropo. Ĉirkaŭ la fino de la 9a jarcento ili okupis nunan hungaran 
landon. De tiam hungaroj nomas sian landon " Magyarorszag M (te. Lando 
de Magyar). , メニ^

La unua reĝo, fondinto de la regno, nomiĝis Arpad. La dinastio daŭris 
29 generaciojn kaj pereis. Post tio regis reĝoj elektitaj de la popolo, sed 
multaj el ili ne est s Magyar sed fremdlandaj reĝaj parencoj el Germanujo, 
Polujo, Italujo ktp.



Dume invado de mongoloj, leviĝo de turkoj, militoj kun eŭropaj nacioj 
ktp. senĉese turmentis Hun^arujon kaj pro tio ĝi perdis granda n parton de 
la teritorio. , 代 ド '

Post la epoko de Aŭstro-Hungaruj〇 sub komuna reĝo kun aŭstro1, en 
la 19a jarcento hungaroj starigis sendependan reglandon, Hungarujon. 
Kvankam la nacia kunveno decidis alpreni reĝimon de reĝlando, jam ne 
troviĝis idoj de la iama reĝa familio kaj oni arde diskutis kiun elekti kiel 
reĝon. Kaj fine Horthy fariĝis reganto. Tiamaniere naskiĝis la moderna 
Hungarujo, reĝlando sen rego.

Laŭ la deveno, kiel supre dirite, hungaroj estas sendube niaj parencoj 
kaj tion atestas ankaŭ diversaj folkloraj pruvoj・ Sed laŭ aspekto aŭ 
religio de modernaj hungaroj neniom konserviĝas postsigno de orienta 
gento. Kaŭzo estus eble tio, ke dum longa tempo ili konvertiĝis al Ia 
plej serioza kristanisma eklezio, Roma Katolikismo kaj tiel kutimiĝis al 
kristana kulturo, kaj ilia sango pli kaj pli miksiĝis kun tiu de eŭropanoj 
ĝis fine ili ricevis trajtojn de eŭropanoj ・ Ankaŭ ĉe iliaj kutimoj kaj 
moroj, precipe en urboj, tute ne troviĝas mongola maniero. Tamen ili 
uzas Magyeir-lingvon de Ural-Altaja familio, kiu per strukturo tute ne 
s;milas al eŭropaj lingvoj, sed al la japana.

——Daurigota一

追記文中にありますhungara sami- 
dear-〇とはOBGの日本部のgvidestro, 
Sro Kovacs Gusztav のことで,ハン 

ガリーq ĵurnaloに揭載するため,文 

頑にある問題のみならず,他の題材を 

も取りあげて,エスペラント文をよせ 

て頂きたいとjapanaj samideani nojへ 

の依賴狀。どうぞ皆樣ふるコて御寄稿

下さいます樣御願いいたします。Ad- 
reso は S・ro Kovacs Gusztav, Centra 
Sekcio, Orszagos Baross Gabor Kdr, 
Budapest, IX., Ferenc-kdrut 19-21. 
H ungarujo.

Jarmila Monumento por la memoro de la 
miljara historio de Hungarujo (896—1896；.
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誌上座談會 「そのころを語る」

う 地方のエスペラント運動

三宅根本さん，鐵道のエスペラント運動 

のことをどう力、。 '

根本そのころ——大正10年ころ鐵道で 

エスペラント運動を指溥していられたのは, 

富田,保坂,藤木,平林 三石の諸氏で,私は 

そのころわずかに學習をはじめたにすぎませ 

ん〇

大正!0年秋,中央敎習所で開かれた講習 

會以外,會としての活動はなかったようであ 

ります。それは生れたばかりの學會の雜務を 

三石,保坂,平林誓の活動的なfervojisto諸氏 

が處理していられたので鐵道內部で十分活動 

する餘裕がなかったためでしょう。しかし保 

坂氏は大正1〇年の暮から口年の正月にかか 

る休日を利用して束北方面へ宣傅旅行を1人 

で行われた。彼の足は福鳥•米澤・山形•大館・ 

育森・尻內•盛岡へ延び,鐵逍內部に宣傳の効 

果を擧げました.保坂氏力;鐵道本省および東 

鐵から同志を集めて輪講會を開いていたのは 

大正15年ころで,またこの褊講倉が中心にな 

って初專講習會を開いたのもそのころです。 

それから每年定期的に初等講習會が開かれ, 

今日の東京鐵道エスペラント會,すなわち 

FERの基礎をなしたものであります。私が 

運動に參加したのはその輪記會に出席するよ 

うになってからであります。

三宅ひきつづき,各地方のエスペラント 

運動についてお話しいただきますが,椎椅さ 

んが御琴加になりましたから後紹介もうしあ 

げます。椎橋さんは大正7年の御入會,常時 

16歳,城戶崎さんとの共著 譯註ハイネ詩集」 

があります。現在,東京朝日新聞記者として 

56 (174)山梨縣谷村町の通信部にいら如ます。

惟擂三宅君からの薦めで，橫«のエスペ 

ラント運動を話せとゆうので，僕なんか適任 

ではないが,ザッと養巳憶にあるのを述べさせ 

てもらいます。なにしろ，當時は少年だから 

ただ好きな語學を勉强するつもりで,尾戢俊 

雄さんに,最初速水億曹さんの宅で，謠曲本 

豪を中央に,千布さんの厂全程」で始めまし 

た。その後橫濱エスペラント協會の事務所が 

出來て,そこで佐々城佑さんに敎わり,敎科 

書は同氏の講義案によるものでした。ついで 

速ノKさんが日木エスペラント質易商會を山下 

町に堂々と店舖を張って開店した際，淺井惠 

倫氏が番頭さんでやって來ました。同氏から 

カルロ・ザメンホフ傅を，瀧頭の自宅で，仲間 

の人々と一緖に敎わりました。そのうち"先 

輩の佐々城さんは商用のため,古澤君は病氣 

のためと,漸次活躍者を失ったので,その責 

任が僕に來ました。大正11年に横濱エスペ 
ラント謹脅所とゆう看板を伊城佐木町の喜樂 

座の隣に設け月謝をとってやりました。その 

時の氣持は,無料纯では，敎わるものが怒 

心にならないとゆうところから考え,場所を 

貸してくれた校主にもI・分家貸の一部は負擔 

ができたものです。協會の事務所を他に設置 

せねばならぬことになり,講習所も一緖に移 

し,間泰藏さんにお願いして每月室代の寄附 

を受けて經營していました。それもわずか1 
年で震災で幕を閉じました。霞災後,學會の 

保坂君カ、ら借りたリュックサックに厂レタオ」を 

背負って，會Dを全部見舞として訪問のうえ 

配布しました。地需後馬車道の水烏久馬さん 

の盡力で,エスペラント講習歎を開き,それ 

!二再び間泰藏さんの物質的應援で講習會を度 



度開催し，なかには,大本敦と對抗して講習 

會をやった揷話的なこともあります。昭和2 
年秋,宇都宮へ行ったため,その後の連動は 

よくわかりません。

個人的には,小坂氏にも厄介になり,故松 

崎もとは,下宿が大森にあったので,よく東 

京の歸りに立寄って仲よくした。岡本君が, 

本誌に,ラジオで歌をうたったのは僕が最初 

であったといわれ,多羅尾君の舊い友情も憶 

い出して，あのころの自分を回顧して懷しい 

ものがあります。厂日本人は日本語で,外國人 

とはエスペラントで」の標語をいつも主唱し 

ている高橋老に當時“knabeto”といわれた 

僕も今年は3?歲となりました。

三宅 磺濱の話のついでに,古澤さん,こ 

れを速水さんを屮心に見て，さきほどのお話 

のつづぎをお話しくださいま・せんか。

古澤 暇つぶし,いや,餘暇利用の道樂半 

分で講翟を受け初めた私でホマラニスモもザ 

メンホフも知らずにいたのでありますが,拜 

習ってさつぱり出來ない英語に比べてどんど 

ん進步するし發音が容易で美しいこの人造 

語には次第に愛着を持つにいたりました。友 

人にも勸めるほどになりました。速水さんは 

勿論,當時の橫濱のエスペラント運動の中心 

をなしていた尾誌俊雄,間泰藏,佐々城佑, 

Hugo Dick等の方々にも,またたびたび橫濱 

に出て來られて同志を谧勵される大先輩高橋 

邦太郞さんにも知遇を辱うするようになりま 

した。小坂さんには速水邱で開かれていた同 

氏指導の商業エスペラント講習に行合せた時 

が初對面であったと記憶します。小坂さんは 

東京からこの議習指導に通われたのでした。 

こうゆう方々の然心な御盡力で,エスペラン 

ト運動が橫演の各方面へ徐々ながら手をのば 

し,翌大正8年5月に第6回目本エスペラン 

ト大阿を橫濱の開港記念館で開いたころには 

橫演支部の會員は百數い名あったように覺え 

ています。椎橋好君や,當時橫慣商業學校の 

生徙で,先年物故された西川演造君等もたし 

かその1人で,總帥速水さんの熟に鼓舞され 

て,關內といわれる樞耍街を軒別に大會の普 

及講演會のビラを配って步いたことと思いま 

す。なにしろ速水さんの熟心には誰しも頭を 

下げました。エスペラント運動に熱心のあま 

りついには正金銀行もおやめになり,エスペ

大正7年（1918年）

姬路高校敎投多田齋司 

日本語敎授古澤末治郞 

東京朝日記者椎橋 好

座談 參加者（入會順）

カニャ書店主中原脩司 

大正8年（1919年） 

薦幌控訴曇堀眞道 

克城帝大敎授長谷川理衞 
曲際觀光局罪し苗点猛 
庶務課長升上禹壽藏 

吉川,貫夫 

委員川崎直一・ 

伊井迁

- dfi 
・日 nu

輸入命社社員進藤靜:艮匕 

大正9年（1920年）

東洋仇機技師保坂成之

JOAK國際課成田重郞 

言需委口岡本好次 

菱嚎益警澤潟久孝 

三宅史平 

滿鐵機械課尾花芳雄 

大朝校閱部藤間常太郞 

溫室園藝家木戶乂次 
千葉脅犬敎授咎木工丰 
翳學博士知ハ止夭 

S VJ ŝ野知里慶助 

大正10年（1921年）

鐵道技手三石五六 

議整幣华植田高三 

紡毛研究所大山聖華

秋田圖書館 
司 書

岐阜扃展敎授 

國語協會 
編輯主任

中田勝造 

渥美樟雄 

石黑修

東京府立七中多羅尾ーRE 
慶應大學敎授園 $£治 

馬場商事常務馬場淸彥 

大谷派布敎師谷llj弘藏 

鐵道省車輛課根本 潔 

國語硏究主筆菊澤季生 

東京帝大講肺 亠、マ
東京文理大講丘 埃通 

備理學博士 
工業會社會計下村芳司

大正11年（1922年）

上野孝男 

鐵工所係長中西義雄 
東京帝大敎找而 帝击
醫厚博士四 收用 

婦人子供洋服山FH 弘 （175） 3



ラント貿易會社を他の同志とともに開か扎 

帝大出たての淺井惠倫さん一現臺北帝人敎 

授の淺井さんを迎えて，折角エスペラント實 

用に乘出されましたが,機が熟さなかったか 

ついに閉鎖となりました。あたら好位地.を工 

スペラント運動のために抛れて茨の道を踏出 

された.この先輩を思うごとに暗然たる者, 

私1人ではないはずであります。そのころ私 

たち靑年同志のあいだには,「速水さんに對す 

る義理にもエスペラントはやめられないーと 

冒っていた者さえあります。

大正8年の第6回人致のおもいでとしては 

會話ではエスペラントの發音の美しさを自國 

話同樣の流暢さの中に極度に跻 して聞手を 

魅了するDick氏が佐々城さんの通譯で演壇 

に立ち,聽衆に呑まれたような講演をしたこ 

と;が印象に殘っています。

日本エスペラント協會がなくなり,日本工 

スベラント學會が出來ると,橫・濱は,横演工 

スペラント協會と稱することになったが，會 

員には全部新しい學會に入ってもらうことに 

なったように覺えています。そのころ東京で 

も，たびたび各種のエスペランチストの會合 

力;催され，すこぶる活氣を呈して來ましたが, 

橫i賓でも淺井さんの指導で中等科,佐々城さ 

んの指導で初等科講習も行われ,會合も何か 

と多くなりました。こうゆう會合には,東京 

からも小坂さんその他の方々力:氣勢を添えに 

來てくださいました。當時早稻田の學生だっ 

た川崎直ー,成田重郞,藤間常太郞の諸君が 

遠路蹄の會合へ出席された好意のうれしか 

ったこと,いまでも忘れません〇外からは高 

橋邦太郞さんや，東京の同志の鼓舞があり, 

內には,juna generacioへパトンを渡して厂隱 

居した」といわれながら,陰に陽に助力され 

る速水さんや,常に蔭の人として，經濟的援助 

を惜しまれなかった間泰藏さん,また淺井,佐 

々城御兩人のぶ指導者があり,エスペラント 

の根は深く蹄の地に張ったわけです。

山田 名古屋のエスペラント運動について 

お話しいたします。大正12年5月12日,名 

古屋の街がタ闇に包まれ,深碧の底に星がー 

ヽ つ二つまたたきはじめたころ,廣小路通り縣

?焰¢176） 卿內愛知縣敎育會館の石段を,その星の數の

ごとく一つ二っと上って行く人影がありまし 

た。この宵こそは名古屋エスペランティスト 

の,はじめての會合が開かれた思い出の時で 

あります。

石黑修氏を中心に,佐藤一英氏や熱心な3, 
4の學生同志——名古屋學生エスペラント聯 

盟は,すでに前年のザメンホフ博士誕生日の 

晚に結成されていましたが——その人たちと 

あいはかり學會の愛知縣全會員および常時名 

古屋で受講した人々に檄をとばし參集した 

熱心な同志五十有餘名は,この夜nia lingvo 
のため奮鬪を誓い,ここに市民エスペラント 

運動の主'號をなす名古屋エスペラント俱樂部 

が生れ,組織的運動の第丄步を踏み出したの 

でありました。同日石黑氏は學會主催の北海 

道普及講演容加のため東上を機とし名古屋を 

去られましたが，若い數名の同志は,よくそ 

の陣營を守りつづけ,同年U月名古屋エス 

ペラント協會（NEA）と改稱し健鬪をつづけ 

て，verdaj ondoj en Nagoja を翌大正13 年 

11月2日,中部日本エスペラント大會の機運 

にまで高潮させて行ったのでありました。

大會終了後,宗村氏逝去，遠山氏の轉任な 

ど,有力な同志をあいついで失い，NEAは低; 

調への一路を辿り,大正15年8月名占屋高商 

學生加藤芳郞氏は名古屋エスペラント會— 

これは,今日のNESとは別物でありますーー 

この名古屋エスペラント會の名で，對市民エ 

スペラント指導の陣頭に起ったが,同氏も翌 

昭和2年3月學校卒榮就職のため東上,同 

年1〇月新しく熱を出しはじめた下村鑛造—— 

すなわち,今日の下村芳司氏は堀詰町に探げ 

放しとなっていたNEAの舊看板を移し白木 

氏および私も協力し，この再興が宜せられま 

したけれども,昭和5年5JJ,下村氏は希望 

社入社のため東上,當時私自身も商務多忙の 

ため中心的役割を?『負って起っことができず 

自然消滅となりました。（なつかしきnea 
よ!だが，おまえを溫床として，幾許の磯士 

が巢立ったことであろう!）

昭利4年2乃創立せられた三輪義明氏指溥 

の名古屋エスペラント•クルーボは，その後わ 

約1ケ年西定的中央機關の観を呈しました。 

その後，昭和6年の夏に中京エスペラント會



小坂賞壁掛皿圖案入選發表

1等入選は滿洲國記念切手入賞者石川氏

エスペラント運動の功勞者へ贈る榮ある小坂 

賞壁掛皿の圖案は,かねて懸賞で募集中であっ 

たが,1）］末に締切り,京都高等工藝學校敎授本 

野精吾氏の審査を仰いだ結果,エスペラント界 

の內外から寄せられた多數の應募作品のうちか 

ら,下記3氏の作が入選と決定された。（寫眞 

は1等入選者石川酵佑氏とその作品）

!等 石川酵佑氏
東京市日本橋區茅場町2 丁目12の1

2等第1席

2等第2席

入選者略歷
石川酵佑氏は,當年35歲, 

日本鷹で,簡業美 

術を業としていられる專門 

家。滿洲國建國記念切手圖案 

募集に際し,2枚應募され,2 
枚とも1等に入選,採用され 
たほか,種々な圖案募集に際 

し,しばしば入選されている。

戸田勝氏は今年33俊,名 
古屋市で戶山商業美 

術硏究所を經營され,名古屋 

ポスター協會■の代表者であ

戶 田 勝氏 
名古屋市東區神樂町1—13 

宇津木松二氏 
東京府两多糜郡調布村上長淵 

る。大毎商業美術で大每賞を 

得られている。

宇津木松二氏は,34歲,東 

京府立染織試驗 

場靑梅分室圖案部に勤められ 

ている。東京曲染織圖案1等 

賞,森永キャラメル術1等 

賞,染緘浴衣圖案大毎東口賞, 

支那事變國債ホスター3等, 
その他多數の懸賞に苗選され 

ている。

3氏とも雜誌厂懸賞界」に 

よって,この募集を知られた 

とのことである。

の名で催されたエスペラント初等講習會は, 

そのころ引續いた外人同志來訪の刺戟と名古 

屋新聞社の後援によって大成功を收め,その 

直後成立した名古屋エスペラント聯盟の活團） 

力;,ようやく不振となり，昭和7年2月開 

ヵ'れた協議會が現在の名古屋エスペラント會 

——NES創立總會とゆうような形となり,由 

比竹中氏が主!Ŝとなり,これに白木,內藤, 

松本,私などの古い同志や熟心な新同志も參 

集して今日にいたったのであります。

おもえば,名古屋エスペラント界も屈折多 

難の流れを經て來ました。日本エスペラント 

界のpaĉjo小坂氏を迎え生氣を加えた名占屋 

エスペラント界よ!健全に伸展せよ!その前 

途に光明よあれ!

なお名占屋エスペラント運動の主流をなし 

た上述の會以外に傍系として存滅し,名古屋 

エスペラント界に貢献した會名を擧げますと 

エスペラント詩人社,名古屋の各學生エスペ 

ラント會，名古屋緘道工スベラント會,ユー 

ナ •エスペラン ト會,南區希率社エスペラント 

會——これは，のちに金城エスペラント聯盟 

と改稱,ル —•クンシード，YMCAエスペ 

ラント會,フロント社（？）等であります。 (177) 39



額皿 回 案春査評

本野精吾

1等一全體の構想に相當よく目的に適應

した點を見出します。日本のなごやかな和の 

精神がエス語によって全世界に擴って行く

の,C?持がよく現われて居ます。此の黠を根據 

としてこの圖案を1等に選んだ譯であります

2・等ーーこれも相當よく內容の意味が現は 

れて居ますが,構圖に於て前者より餘程幼稚 

さを見出します。

3等一前2者に比して內容の點も構圖の 

點も餘程劣ります。

以上の樣な次第であります・が,全體につい 

て陶器に關する基礎的知識を缺いだ方々の圖 

案と考えられますので,このままでは實現す 

る譯にまいりませんから，1等當選の分に基 

いて私の手許で修正して實現する運びになっ 

て居ます。

入選者のことば

石川酵佑

厂小坂賞」璧掛皿圖案の當選に際して,何か 

待れるよう御依頼を受けましたが,生來繪は 

かきまして电,字の書けません私には何より 

の苦乎,閉口頓首Q末,まゝよ!と,トーチ 

力發揮して,ものにする駄文,大方の寬恕冃 

頭より願い上げます。

本質的に小して,エスペラント運鋤の功勞 

者への表彰の爲に贈る皿圖案であれば,製作 

者はエス語Q一っも知ってかゝらねばなVま 

せんのですが,殘念ながら小生エスペラント 

に封する知識は皆無と云うなさけなさです。 

そこでアウトラインを描くにあたって,主體 

をエスペラント共のものの强調にめかず，表 

形皿としての意義の强調に重きをおいて作蜜 

致しました。 .

エスペラントの表徵たる平和と希粟を表す 

「綠の星」を中央上部に輝かせ,皿而金薇をプ 

ルーの空として,遠く富士を望む丘に,禪朶の 

樱は般進日本の就邁にして龍新なる民族的理 

想を暗示し,これに一本の月掛樹を配してエ 

スペラント功勞占の最高榮譽厂小坂賞］の儀 

衣としました。周圍:ナオリーブの葉を模樣化 

し,これを冠として永遠の平和と勝利のシン 

ポルとし,大體にエスペラントの持つ普遍性 

とか,文化性の精神をモティフとして平易に 

明快に作走するよう心がけました。

扭て,出來上りました圖案は聊か裝飾的に 

なりました感がありましたが,これでも自倍 

は充分に持っていました。それが不圖も今日 

當選のお知らせを頂きまして,このトーチカ 

心臟も二貳の感激に喜んでいると云う次第で 

す.

最後に,以上の樣な次第ですが,實は遽し 

い仕事のわずかな隙に仕上げました粗末なも 

のでもあり，エスペラントとしての意義の抱 

合性にも乏しく,且又製陶技術の上にも多々 

不備のてんのあろう眾等を想い合せ,當事& 

显に一般エスペランティスト各位に课甚の曲 

佗びの意を表するものです。

戸田 勝

懸賞はあまり好・まざるところですが,研究 

のため,咋年末より應夢,大每商粟美術に大 

每賞を得,1月神奈川商工奉仕員のマ-ク， 

貴會の小坂賞に應募,神余川マーク1等，＜ 

ねて貴存に入選したることは.小生喜びに堪 

えざるところでございます。

應募作品においては，柬洋平和の黎明と躍 

進日本の!Eしい姿を描き,エスペラントの文 

化性を表徵しました。

•宇津木松二

御會募集圖案の主旨に從い創案表現せしも 

のにして说明なし,但し療識に龙リすぎ美的 

感のとぼしきことは口覺致しおり,入選せし 

は無上の光梵に存じ候。
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東乐市案內も出る
TEKの努力で

"Venu al Osaka," "Nagoja "とひきっ 

づきエスペラント版磯光案内が出て,首都東 

京は立遲れの顫であったが,咋年末東京エス 

ペラントクルーポの石川委ヨが東京市觀光課 

を訪問したところ，淸水課長がエスペランチ

フラジルの文部省の 

中等敎育委員會では, 

昨年11月.12對1で,

三行ノヴ

學校へエスベラントを入れることをn的とす 

るInterŝtata Esp.-Akordoへの參加の必耍を 

認めた。

☆

ノ\ンガリの放送局では,エスペラントの講 

演を試驗的に放送し,その反響が大きければ 

定期的に放送することになった。

☆

ハンガリのペシ大學の總會・において,新總 

長ゲザ•ビルキス博士は，育・語の様史を述べ, 

エスペラントの勝利を豫言した。

☆

イギリスの國際聯盟同盟では,昨年12月 

の評議員總會で,エスペラントを學校へ導入 

することに盡力するよう執行委□會へ要望す 

ることを決議した。

☆

厂へ□兄ド」は,今年第1號からR. F. 
Vaughan氏の厂口本とヨーロッパの最初の開 

係」を連載,日本文化に對する認識をiでめさ 

せている。

☆

ブルガリャの熱心な同志ニコラ・ヨトゲ氏 

は,司法大臣になった。

・ 十

オランダ敎員協會が1863年に創立した生 

命保險會社は，エスペラント文の營業案內を

ストであることがわかり,話ア;トン 

にすすみ,東京市からもエスペラン 

案內を出すこととなり,目下同クル 

によって編輯中である。

子
光
手 

拍
觀
の

・・ 發行〇 Nederlanda In-
アンヨイ struista Societo, Prin- 

sengracht 963, Am・ 
sterdam C.,へ申込めば送ってくれる。

☆

美しい集1眞入りの新案内書:“ Voja食Ŭ en 
Norvegujo, vojaĝu al Haugesund kaj Hau- 
galand 申扌△みは,Turisttrafikknevnden for 
Haugesund kaj Haugaland, Norvegujo.

☆

パパヤソマツ氏（富山市諏訪河原市營住宅） 

は,厂新撰和エス」から遞信用語を集め,脸寫 

版でPoŝta Terminaroを作られた〇

☆ -ゝ

讀賣新聞社作短篇映書スクリーンレヴユー

厂靑春ハリキリ部隊」に,人形劇團ユーナ•フ. 

ー氷の影繪,人形芝居が登場,Juna Pupoの 

語が現はれる。（加啟,I.U.肉氏報）

☆

日本橋區茅場町の細字藝術家な間寬平氏が 

フランコ將軍へ,エスペラントで祝賀の意を 

書いた米粒を寄贈する。（永井淑氏银）

☆

待望の野E｛氏厂日本書紀」第5篇は,人阪 

の大會に間にあわせるよう,印刷所を秤勵, 

植字進行中である。この第5篇をもって,こ 
の偉業は完成するはずである。

.・ ☆

纠力檢定受驗者の參おのために,學會では 

厂エクゼルツ・一口諸根集］を出した。1部實 

費3錢,送料3錢。 (179)
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大會豫吿第4報

家族同伴8!迎 大會參加者の家族御同伴を

歡迎します。そのばあい,

家族1名につき,50錢ずつの容加費お拂込み

ください。

プラネタリウム,寶塚靦劇等の費用は,そ

れぞれ御負擔ください。

整理の都介上,家族同伴申込も4月15日 

をもって締切りますから,おくれないよう願 

います。 *

Kongres Karto大會參加者全部へ（不 

出席の方へも）三色刷 

の美しいKongres-Kartoをお渡しします。

寶塚8B剳料 第2日蹲塚行の費用は,電車 

賃往復64錢,溫泉入場料（入 

浴しても,しなくても入要）30錢。座鹿料30 
錢。座席豫約の都合上,座席料30錢は,參加 

費と同時に4月15日までにお拂込みくださ 

い〇

大超駅念章48x19x6 mmの楠材へ翳彫 

で,表面には綠Sと大會の文 

字を現はし,裏面には番號を入れた凝ったも 

の。京都の山口稀章氏苦心の作。番鉄を各個 

に入れてあるので數に制限あり,遲れた方に 

は殘念ながら差匕げることができませんから 

早く蓼加お中込みください。

大@準備委員倉總務委員報 

學觀維持員總倉出席者へ 維持員總會の圓 

滑な運用を期す 

るため,學舍に對する質問は,豫め（4月1〇 

日までに）文書をもつて，學會あて提出して 

おかれると好都合である。

九州エスペラント大會

豫 告

九州エスペランチスト聯盟主催の第16回 

全九州エスペランチスト大會はド記のとうり 

行われる。

開催地および會場久留米市公會堂

日時4月16日（日曜日）

受附午前9時から

議事午前1〇時から午後3時まで

晚餐會午後5時から

講演餌または座談會 午後7時から（未定） 

申込所久留米市諏訪野町2丁目山市!a參 

詳細は,別に案內狀が發送される。

學會の日誌（2月）

初等購習倉開 2月20日一4月2?日:

月,木午後7時一9時。講帥=三宅史平。敎 

材=エスペラント讀年〇參加者12名。開溝 

の辭-山崎弘幾,開講講話=小松文夫。

中等購習會開購2月21日一4月28日:火, 

金午後7時一9時。講師=馬場淸彥（譯讚•文 

法）ハ伊藤匕酉三（命話，作文人 敎材=エスペ 

ラント中等讀本。參加者7名。開講の辭=山 

崎弘幾。

顧問委囑 2月11日,大井理事,三宅主爭 

同逍,黑板,柳田，井上（仁）各氏を訪問，顧 

間を委瓠

2 （180） 木崎宏氏慰歳祭參列 2片12日元學會監事

木崎宏氏慰钺祭に花環1個贈與,大石理事長, 

井上,佐々城各理事,三宅主事容列,大石理 

事長吊詞を朗讀。

2月中上京學争訪問者 進陵靜太郎氏«大 

阪）,內山玉江氏（青淼）,難波金之助氏（岡 

山）,中村靜雄氏（香川）。

3月號訂正36ペイヂ厂學會の日誌」中1本 

年度評議員名薄」中に下記3氏が脫落いたし 

て牯りましたから,訂正します。

福富義雄,久保貞次郎，山崎弘攪。

單語諳記は動く學習器 

フーナーで

カードより便利隨時隱所寸暇利用學習できる 

玉硏社發史•定價4錢・送料10錢•學會脈次
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SUR LA ĴURNALISMO
■■■■■■・新NMSとエスペラント・■■■■■
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新Ĵ 1聞

大阪時事1・25・「話題戰線」欄に厂扁とっ 

＜りに溢るる親日然•ハンガリーの日本語の

ー班」——和歌山の小笠原氏とブダペストの 

コワチ博士のエスペラントによる交友關係， 

日本話敦授について。（松田勝彥氏戟）

大牟田每包1.27-28・「學藝」欄に厂支那と 
エス語（上,下）一中川年男」ーー東洋協同 

««建設途上のヱスペラントの使命と，支那に 

於けるエスベラント理動小史。

中
:— 严f n i晚餐後の話題」欄に厂日

用語化したエスペラント」—フランス，ス 

エーデン，フ4ンランドのエスペラント然に 

ついて簡單に。（野村洋吉氏報）

中外商業2. 4.厂日本演劇の神的をエス語 
で紹介——幸子さんの飜譯成る」——磯部幸 

子嬢のエスペラント譯河竹繁俊氏广日不舞臺 

發術の發達」について,磯部嬢の寫応および 

談話入りで大々的に報道。（安逹榮一氏報）

東京B日（福品宮城版）2・25厂口本に友を 

求めて・ハンガリのOBG 島崎氏へ・海を越 

える友愛通信」——宮城縣の島崎拾三氏とハ 

ンカ・りのコワチ博士の交:i:關保と,OBG日本 

部開設について。

i雜； ！誌7
今週の大阪案內 1月第4週號「鶴光ニュー 

ス」欄に「觀光とエスペ 

ラント」----大阪市發行のエスペラント文大

阪案內の海外反響について。

H汜聯盟情報1月號厂地力觀尤便り」栩 
に「日本觀光エスペラント 

協命」——設立趣意書と規約。

;新；［刊;［書I
藤田愈新典日本（峯文社發彳了）に,著者の 

創案になる厂世界嵇ホミニサ」の章あり，そ 

の中に世界話の必要を論じ厂エスペラントが 

世界語として甚だ不完全なものであるにかか 

わらず,現在歐米にかなり普及しているのが 

有力な證據である」云々とある。エスペラン 

トの不完全な理由は「複雜な思想,高級なる 

文化を發表するに不完全」とゆう例のŝima. 
dogmoである。（ババヤソマツ氏戟）

Parolas Membroj 一

集會稅の提案

空前の非常時を克服する爲に噌稅は今や重 

大國策のーとなりました。この國策に順應し 

てJapina Esperantujoにも上記の新稅を設 

けられん事を建議いたします。

そもそもJapana Esperantujo に生れて 

Esperantista Kunveno に 出席しうるのは 

F-ino Sklodovska が S-ro Curie にめぐりあ 

うにも劣らない幸福であります。この幸福を 

感謝するために,集會毎に出席者が金1錢の 

集命稅を支出するMは決して不常な爭ではあ 

りますまい。（大會の如き非常時には50割の 
增稅も人:いに町）。これを取まとめて舉會に送 

り，la anonimulo （3月號參照）に御支障が 

できた際の小堀賞/•賞に宛てるもよく,或は 

後援會のために使って貰ってもよいでしょう 

!年每？金額が集會出席者の延人口を示し遅 

動の vigleco のよい barometroともなる筈 

です。各人から1錢を徵集するはいささか大 
衆課稅のキラヒなきにしもあらずですが,こ 

の!Sに集會へQ出足を鈍らせる程苛酷だもの 

ではないと信じます。

御採擇の上すみやかに實施あらんことを切 

まいたします。（siga-Osamu寄）

☆

H本文の中でわ厂エスペーの形を!

日本人はトカク・8■葉をちぢめたがるクセが: 

あって，例无ば厚生大臣のことを「片相」とい 

ったり，ひどいの;bグラッドストンのことを 

厂虞翁」なぞとゆう。エスペラントのことをも 

厂エス語」といって日本文の中ではむしろこの 

方がヨケイに用いられる有樣である。然し， 

すくなく •も我々エスペランチストはイカなる 

場台にも厂エス語」なぞとよぶことなく,た 

だしくエスペラントと發音したいとおもら。 

またそれが國語め正しい發展の爲にも必要な 

ことなのである。一«9ちぢめられすぎたコト 
バとゆうものはスデにコトバではなく，符喋 

にひとしいのでちる。そこで,日本文の中で 

長たらしくエスペラントと書くことをきらう 

人に對して，私は厂エス誌」の代りに厂エス 

ペ」を用いられるようにおすすめしたい。そ 

してこれを議むときには（Esp・）を疋しくエス 
ペラントと讀む如く，やはりエスベラントと 

讀むことにしたい。（ババヤソマツ寄） (181)U
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各地報道

原稿は20字詰に! 

締切は毎月1日着厦

------ 東 足

TEKの動き
東京市案內書 東京市觀光課との連絡協働 

に依り,計畫は進抄,旣に材料を觀光課より 

提供され,近く廣範圍な編輯組織が產れよう 

としている。

OBG協血に就いて 口洪文化協會■側は近 

く洪國より歸朝する筈の,同協會中の車耍人 

物が豫定より少し遲れた爲に待機の姿勢に在 

る。菜氏踊朝次第,同探會とTEKとの連絡 

協働は活潑化するであろう。今迄に寄せられ 

た書籍は大部分旣に發送を了えた。

機關紙發行計養 從來不定期の!nformilo 
を正式のorganoとして發展せしむべく旣に 

其の準備號の編輯下打介せが行われた〇

以上の諸準備のために,委

員會は本年に入り旣に3回持たれ,出席者各 

々1〇名位。正月の休戰も漸やく軌道に乘っ 

て來た。て石川）

東京地方ロンド便り

〔クールドロール合唱團〕指揮者岡田義子 

氏は三浦環女史の高弟なので,今後三浦女史 

の公演の時には助演をする。三月末のマダム 

バタフライの公演に際しては同合唱團のソプ 

ラノ部が助演と決定した。ロンドハルモニア 

の membi・〇も常に休まず參加している。合 

唱練習每週火曜午後6時數寄屋橋銀座敎會。

〔ルビーアクンシード〕テクストはフラン 

ス篇,戈,traduk〇材料として高倉テル氏の 

承認の〒に,同氏著|世界で最初に童業組合 

をつくった大原陷學の轉記」を抄譯中。

・東海道 

（:名古屋エス會〕萌え生づる春の胎動と共 

に會員の;G氣いよいよ高まって來た。寒さの 

ためかとかく引こもり勝であった人々の顏ぶ 

（182） れも最近は大分見られるようになったのは何

と云っても嬉しい。特に小坂先生宅の硏究 

會には遠く桑名からの同志の參加もあって 

盛會を極めている。月1®のKunsidoも熱心 

なSamideanojによって毎週繽けられてい 

る。この方は金チ先生の御指導によりすでに 

Fabelojを讀み終って，廿日の月璀からは新 

しくエスペラント文藝讀本厂北歐篇」にとりか 

ゝった〇 Andersenの人生に對する辛辣な皮 

肉を興深く味いながら，すでにこれだけのも 

のを讀み得るようになった自分達のエス誌の 

進步を何となく心樂しく思うのはあえて筆者 

のみではないでしょうと思います。

◎每週金曜夜ーー硏究會 小坂氏宅に於て 

tekstoはしa Revizoro,講師小坂先生〇現在 

15頁迄講義進行。

◎每週n曜夜一輪讀會白木氏宅に於て 

tekstoはエスペラント文藝誠本厂北歐篇j,講 

師金了先生,最初の-義終了。

G»部しづ子）

t---------北 陸----------

〔富山エス會〕2月7日（第一例會）參會者 

渡部,馬場,花房，今村4名，2月21日（第二 

例會）參讦者,渡部,馬場,今村,岩杉4名, 

目下使用中の文藝讀本厂フランス篇」は後一 

回にて終了につき，次回より"Lingvo Stilo 
Formonを硏究する豫定,會場は渡部隆志氏 

宅。近在同志の奮って參加せられん鄭を希望 

する。今年は初等講習會不開他の豫定なるも 

例會には初學者大歡迎,直接個人捋導の豫定。 

例會は會費不耍。（岩杉）

---------九 州----------

C學倉宮崎支部;）1月17, 24, 31,2月7, 
14, 21U各火曜I」例會開催（前通信に每水曜 

日とせるは火曜口の誤り）出席者杉田（正）， 

巢山,大坪,杉田（笑）,寺澤,福田,川野の諸 

氏。粽定Q通り厂レウ・オ」及びEkzercaroの 

勉强。此間松本畫伯並に菊池醫師の淸換あり 

沢老先龍河野誠惠師の法話あり，寒さの屮に 

も一抹春Q近きを感ぜしむ。（福田）

---------北海道 !

〔北海道エス聯盟3 2月17日明菓2階に於

てHEL常任委員會を開催した。出席者は用 
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澤,佐藤,央戶，鵜近氏代理としてF-ino村 

Illo大舲に於て次の如く決定申合せをした。

1. 聯盟の會長及顧問は未決定であるが， 

社會的に知名の士を全道大會までに內定の上 

大會に於て推薦決定する

2. Izolitaj membroj及舊會貝に對する宣 

傅を强化する事

3. 全道大會に關しては役貝として,委員 

長高瀨正菜氏,委員相澤,東,長田,佐藤,木 

村,前田,水克,栃內（以上札エス）央戶,鶴 

近,仁岸,⑴中,F-ino村山,F-ino阿部（以 

上札鐵）の諸氏諸嬢を推薦する事

期日は9月24日，期間は1日としたい希望 

である。

4. 大會に於て檢定試驗を行う

その他色々な申合せがあったが,未だ發舉 

の時を得ないもQもあるので他の機會に公表 

する。以上の內大會に關するが項は後日開催 

される準備委H會に於て正式決定される。

會員は現在64名である。HEしの前進す 

こぶるhelaである。同志の協力をのぞむ。

. CHEし本部報）

〔札幌エス會〕札幌エス會本年度笫1回例 

會は1月19 Hに高瀨會長宅に開かれた。以 

後例會口を木曜日に變更し1月26 0, 2月2 
H, 9日,16日,23日と每週高瀨氏力に開か 

れ,15年ぶりとゆう雪深いなかを元氣よく集 

って來る顏觸は木村,相澤,東,長田,前田，

松代萬國兒童作品展覽會 大牟田エスペラ 

ント會で植H1會長が私財を投じ世界各國から 
蒐集した兒童作品を借り受け,長野縣埴科郡 

北埴联員會は松代エスペラント會・の後援で, 

2月7 Hから10日まで,松代町小學校大講堂 
で僥國兒朮作品展覽會を開催。數算にのぼっ 

た參假者は,エスペラントの實用性を深く認 

刹iした.

木村,栃内,永見,長田,佐藤の諸氏等になか 

なか賑かな情景を呈している。嘗分の間は實 

質的な勉强法を目指して專らTekstoの輪績 

に頭をつゝ込んでいる。硏究の終った後は, 

色とりどりの有益な漫腰に花が咲き,この方 

も相裔勉遢になるとゆうなごやかさもありま 

す。兎も角も札幌の同志は元氣，雪と戰かっ 

て雪が消えたら——と何か目論んでいます。

市内の同志諸君,何丰1度御出席下さい。 

大いに歡迎いたします。

例會日——每適木曜日午後7時より 

場所ーー札幌北2西14高瀨氏宅

Teksto----- " Universala Legolibro "
〔小甥廿日會〕出席者,藤川,高橋,江口,福 

田,脇坂,村IU, F-in 〇竹內。話し合った事柄。

1. 檢定試驗に對する解釋，希望,參加等 

について

2. この會の發展として札幌エス仰との交 
歡會・を期を定めて持ちたいとゆうこと

3. 近く行われる筈の講習會について

4. 對外國との文化交換に關する各自の私 

見

5. 會話會について（村田）

奉天だより

延引乍ら御通知申上げます。并年12 nis 
日,ザメホフ祭は窗地では特に催物とか運動 

とかは何もしませんでした。唯市內有志が噪 

餐を共にして吾々のマイストロの偉業に感謝 

し今後の活動を誓約数しました。會場は奉天 

南市場大街路北Q厚徳福飯店で參會者は次の 

通りでした。 ・

安部（醫大）,尾花,有馬，森原,新沼,田中 

（以上鐵道總局），高木（滿洲通信機會社）,大 

谷（觀光局）計8名。

歡談を藏し21時散會した。尙今後每月1回 

木曜日會合する事を巾合せました。（田中）

(183) 45
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•小坂賞基金ついに定額•

小坂賞帛金への寄附は,締切後の申込みひ 

きもきらず,學會創立前後,R本エスペラン 

ト社を經營,小坂氏と協力,エスペラント學 

習黒の出版に當り,わが國のエスペラント運 

動に大きな貢献をされた押田徳郞氏の勿□， 

小坂氏に對し,特に關係深い鐵道エスペラン 

ト娜盟の76コ（これは,小坂氏に記念品を 

贈るべく募金中，この擧が企てられたので,こ 

ちらへ寄附されることになったもの）をはじ 

め,2月28日までに,ついた,豫定の1,300H 
に達した。

理定額以上に逹したばあいは,さらに有怠 

義に使用するつもりであるから,今後の寄附 

もよろこんでおうけする。

小坂賞委員會

財團法人日本エスペラント學會氣付 

專用振替口座:東京20676

小坂賞基金寄附者芳名（4）
2月1日から2月28日まで

ーー受付順〔敬稱略:）——

神 戶竹山 寛2 
大阪府伊陵幸一1

（通計3）
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文夫 
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□本鐵道エスペラ 

久留米水野 
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名古屋小西

木 下

三治 

晴一 

紀生

計 201
x .50

円

1C0.50 
前月まで_1499.50

累 計1,300皿

本
郷
だ
よ
り

今年の大會 

もま近にせま 

リました。參 

加をお申しこ 

みになりましたか。

大阪の人たちは,大變ない 

きごみで，この大會を劃紀的 

のものにしようとしています

できるだけおうぜい參加し

て,數のうえでも劃紀的のも 

のになるようにしてあげたい 

ものです。

その大會を記念するため, 

この號のうち約20ペイジを 

大阪エス會へ扌是供して，特輯 

欄をつくりました。活氣に滿 

ちた内容で,御好評を期待し 

ております。

個•人•消・息

三石氏入院學會理事三石 

五六氏は2月上旬以來病聚, 

3月1日,本鄕元町成器寮へ 

入院された。

大泉氏と島貫孃仙亮の大 

泉ハ郞氏は島貫淸子孃と,昨 

年12月11日結婚された。お 

二人とも非常に热心な同志で 

めでたいかぎりである。

...........林好美
［林好美氏夫人」氏夫人 

はな殿は2月9日死去されたa 
哀悼の意を表する。

發財團 

行法人
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lfi u 行
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人 大 井 學
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を市”4 £三ぬ肪二
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第
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四
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定價一部20錢■送料5厘

BB用十四鉅三月十□片辺 

昭和十K年四号一口 歿 U

6月分1圓20錢・送料共 

1年分2圓40錢・送料共

日本エスペラント學會
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